
  

 

  

  

 

                                                           

                                        

                                            

 

                        

10 月イベントカレンダー   

日 月 火 水 木 金 土 

１           ２ ３ ４ 
 
お話どんどん 

11:00～ 

５ ６ 

 

７ 

 

８ 
 
おやすみ 
 

９ 
 
おやすみ 
 
体育の日 

10 
避難訓練 

10:30～ 

かめのこ工房 

13:30～申込制 

鹿野小秋休み 

11 
 

 

 

 

鹿野小秋休み 

12 
 

 

 

13 14 登録制 

たのしクラブ 

11:00～ 

   申込制 

かめのこ工房 

15:00～ 

15 
 
おやすみ 

16 登録制 
  
ピョコ・ノコ 

11:00～ 

17 

 

お茶 Berry!サロン 

11:00～ 

18 
 
お話のポケット 

15:20～ 

 

19 
 
 

 

20 
 
 

21 
 

 

地域防災訓練 

22 
 

おやすみ 

23          
 

鹿野小振替休業日 

24  申込制 
 
ホッとサロン 

11:00～ 

 

25 
 
わいわいタイム 

11:00～ 

鹿野小４校時限 

26 
 

 

27 
 
 

28  

 

かんまつり 

9:30～ 

<鹿野フェスタ!> 

29 
 
おやすみ 

30 31 
 
 

 
 

 

 
 

【自由来館】 

・学校から家へ帰ってランドセルを置い

てから遊びにきてね。  

・学校がお休みの日は 9:00～16:30 ま

で遊べます。(お昼はお家で食べてね。) 

、  

 

  

☆企画・編集☆ 

仙台市鹿野児童館 

住所：仙台市太白区鹿野 2 丁目９－２ 

Tel ：022-249-0526 

Fax ：022-226-7955 

URL：http://www.k-kameta.net/ 

☆開館日☆ 

月～金曜日 午前 9 時 00 分～午後 6 時 00 分 

土曜日 午前 9 時 00 分～午後 5 時 00 分 

☆休館日☆ 

日曜日 祝・祭日 年末年始 

☆発 行☆ 

特定非営利活動法人 MIYAGI 子どもネットワーク 

 

10月号 

ga 2017年 9月 20日発行 
 

9/6（水）お話どんどん 

幼児親子さんが、絵本や紙芝居、パ

ネルシアター、工作等を楽しみまし

た。 

 

8/29（火）お茶 Berry！サロン 

お母さん方が、民生委員児童委員さ

んにハンドマッサージをしていただ

きながら、育児についての話をしま

した。 

9/2（土）かめのこ工房 

万華鏡を作った子ども達から「綺

麗」と満足そうな声があがっていま

した。 

 

 

9/9（土）たのしクラブ遠足 

七北田公園に行って晴天のもと

で、アスレチック遊具で遊んだり

野球をしたりして楽しみました。 



10 月のイベント案内 
かんまつり 2８日(土) 子育て支援クラブバンビ協力   

今年もやってきた児童館の一大イベント！ 

今年は、鹿野小ＰＴＡのおまつり「鹿野フェスタ!」と同時に行います！ 

ポップコーンや綿あめの販売、毎年好評の乳幼児コーナーなど、楽しさいっぱい！  

バンビさんの野菜やお米の販売もありますよ！ 

 時間：9:30～12:00     対象：どなたでも 

☆詳細は配布しているチラシを見てね！ 

お話どんどん 4 日(水) 自由参加 
時間：11:00～  対象：乳幼児親子 

内容：のんびり、ゆったりとしたお話会です。 

   手遊びや紙芝居、最後には毎回歌の 

   プレゼントもあります♪０歳から 

   楽しめます。ぜひ来てね。 

かめのこ工房 10 日(火)・14 日(土) 
１０日（火）申込み（先着：40 名） 

「タイルのオリジナルかべかざり作り！」 

時間：13:30～  対象：小学生     

内容：コルクの板にいろんな形のタイル 

   を貼って、自分だけの「かべかざり」 

   を作りましょう!  

14 日（土）申込み（先着：1０名） 

「ヨーグルトパフェづくり」         

時間：15:00～ 対象：小学生 

内容：自分たちでヨーグルトパフェを 

   つくって食べよう！ 

申込み：10 月 7 日（土）までに、お家の人に 

電話か口頭で児童館に申込んでもらってね！ 

持ち物：三角巾かバンダナ、スプーン 

☆アレルギーの確認をします。 

幼児クラブ ピョコ・ノコ  16 日(月) 登録制 
時間：11:00～  

対象：幼児クラブに登録している 

   2・3 歳児親子 

内容：ミニ運動会  

※体を動かすため、必要な方は 

お飲物持参、動きやすい服装で 

お越しください。 

お茶 Berry!サロン 17 日(火) 自由参加 
時間：11:00～ 対象：乳幼児親子 

内容：民生委員児童委員さんと          

   「セルフストレッチ」をします。 

   自分でゆっくり体を伸ばしましょう！ 

   終了後は、お茶を飲みながらの 

   おしゃべりタイムがあります。 

避難訓練 10 日(火) 参加協力お願いします 
時間：10:30～ 対象：小学生 

内容：地震・火災を想定した避難訓練 

(総合訓練)を行います。 

消火訓練も行います。 

※当日来館されている方は、ぜひ        

参加のご協力をお願いいたします。 

ホッとサロン 24 日(火)  申込制 
時間：11:00～ 対象：子育て中の保護者の方 

内容：看護師さんと保育心理士さんをお迎えしてのサロン 

です。心と体の発達についての疑問など、お気軽に 

お話しください。 

定員：５組（事前にお申込みの方から優先的にご案内します。

定員に達しない場合は、当日申込みも可。） 

たのしクラブ 14 日(土) 登録制  
時間：11:00～14:00 対象：登録している 4～6 年生    

内容：野外炊飯をしよう! 

      「はんごう」を使ってご飯を炊き、お昼に食べま     

す。（※汚れてもいい服装できてください。）      

持ち物：軍手・ご飯を食べる容器・はしかスプーン・お

かず（レトルト食品可）・お米（一合） 

わいわいタイム 25 日(水) 自由参加 
時間：11:00～  対象：乳幼児親子    

内容：「太鼓あそび」をテーマにリズム遊びを 

   したり、親子で一緒に触れ合い遊びを 

   したりします。 

お話のポケット 18 日(水) 自由参加 
時間：15:20～  対象：小学生 

内容：地域の方々が、素話やわらべうたなどで 

   楽しい読み聞かせをしてくださいます。 

   お楽しみに☆ 

ぷら～っとほーむ 毎日開催！ 
●平日…17:00～18:00 

●土曜日…16:00～17:00 

上記の時間は、中高生に優先的に遊戯室を開放しています。  

バドミントン、卓球、電子ピアノなど、仲間同士でぷら～っと児童館に寄ってすごしませんか☆ 

児童館の利用方法 

・児童館は 0 歳～18 歳までの子どもとそれにかかわる大人を対象とし、地域

の方にも開放されている施設です。 

・未就学児は保護者の付き添いが必要です。 

・児童館に来たら受付で名前を書いてから遊びましょう。 

・小学生、中学生、高校生は帰るときは受付簿の名前をチェックしてから帰り

ます。 

・小学生は、ランドセルを家に置いてから遊びにきます。 

・自由来館の小学生は、安全のため、小学校が指導している下校の時間に帰宅

するよう声がけしています。（4 月～10 月 16 時 30 分） 

絵本寄贈：須田様 

キーボード寄贈：津田様 

＜編集後記＞ 

平成 29 年度も，もう半分が過ぎよう

としています。これからの季節、読書の

秋、芸術の秋、スポーツの秋、食欲の秋

など、色々表現されます。あなたは、ど

んな秋にしたいですか。色々なことに挑

戦し、実り多い秋にしたいですね。 

 

 



 

 


