
12 月イベントカレンダー 

日 月 火 水 木 金 土 

   【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時～16 時まで遊べます。 

（お昼はお家で食べてね。） 

※11月より、自由来館は 16時までになっております。        
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☆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 
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10/28（土） かんまつり 

 総勢 398 名の方々に遊びに

来ていただき、児童館はとても

賑わいました！！ 

 ありがとうございました♪ 

11/15（水） わいわいタイム 

 「音楽遊び」をテーマに親子で

リズム遊びを楽しみました♪ 



12 月のイベント案内 
幼児クラブ ピョコ・ノコ 子育て支援クラブバンビ共催 

 クリスマス会 11 日（月） 登録制（ピョコ・ノコ） 申込み 
みんなでクリスマスのパーティーを楽しみましょう♪ 

時間：10：20～12：10（10：15 までに受け付けを済ませてください。） 

対象：乳幼児親子（30 組程度） 児童館までお申込みください。（12 月 4 日（月）〆切です。） 

※幼児クラブに登録されている方は申し込みの必要はありません。欠席の場合のみご連絡ください。 

内容：クリスマスリース作り＆クリスマス撮影会、他にも楽しいことがあるかも!? 

参加費：300 円（ケーキが必要なきょうだいが 1 名増える毎に 50 円追加）※当日、集金いたします。 

お話どんどん・わいわいタイム 6 日（水） 自由参加 

合同で行います！ 

親子でお話とクリスマスの音楽に触れて楽しく 

過ごしましょう！ 

時間：11：00～  対象：乳幼児親子 

内容：ハンドベルや工作など、 

   お楽しみがたくさんありますよ♪ 

かめのこ工房 4 日（月）～６日（水）・25 日（月） 

 

４日（月）～６日（水）（毎日 10 名募集） 
時間：15：30～  対象：小学生   

内容：アルミ缶でキャンドル・ホルダーを作ろう！ 

☆イルミネーション点灯式に、みんなで飾ります。 

25 日（月） 申込み 
「ソーマトロープをつくろう！」 

厚紙の表と裏に絵を描いて厚紙を回転させると1枚の

絵に見えます。 

時間：10：30～  対象：小学生 

申込み：12 月 18 日（月）まで 

お茶 Berry！サロン 13 日（水） 自由参加 
時間：11：00～  対象：乳幼児親子 

内容：民生委員児童委員と「ミニ・クリスマススワッグ」を 

作りましょう！終了後、お茶を飲みながらおしゃべり 

   しましょう。 

   ※「スワッグ」とは、ドイツ語で「壁飾り」の意味です。 

たのしクラブ 16 日（土）  

登録制 申込み 
時間：13：30～ 

対象：登録している 4・5・6 年生 

内容：「クリスマス会」 

   クリスマスにちなんだ工作をしたり、温かい飲

み物を飲んだり、クリスマス会を楽しみましょ

う！ 

   ※工作の準備の関係で申込み制となります。 

申込み：12 月 15 日（金）までに電話または、児童

館に直接来て申し込んでね☆ 

イルミネーション点灯式 9 日（土） 自由参加 
時間：15：45～  対象：どなたでも 

内容：クリスマスイルミネーションの点灯式をします。 

   温かい飲み物を準備していますので、ぜひ参加してく 

   ださいね！ 

   イルミネーションは開館日の夕方に点灯しています！ 

＜新春かくし芸大会 出演者募集！！＞ 
 新春かくし芸に出てくださる方を募集しています！ 

手品・歌・ダンスなど、自分の得意なことや好きなことを披露 

してみませんか？ 

皆さんの参加を、ぜひお待ちしています♪（1 組 5 分程度） 

日時：1 月 20 日（土） 11：00～12：30（予定） 

対象：どなたでも 

申込み締め切り：12 月 11 日（月） 

申込み方法：児童館に直接お申込みください。 

お話のポケット 20 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☆ 

避難訓練 26 日（火） 自由参加  
時間：11：00～  対象：どなたでも 

内容：防災用の DVD を鑑賞します。 

※当日来館されている方は、ぜひ参加してください。 

ぷら～っとほーむ 毎日開催！ 
●平日…17:00～18:00   ●土曜日…16:00～17:0０  左記の時間は、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過ごしませんか☆ 

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。（11 月～3 月 16 時 00 分） 

＜編集後記＞ 
 早いもので、もう 12 月です。いつ

も児童館に遊びに来てくださり、あり

がとうございます☆ 

 これから、ますます寒くなってきま

すので風邪などひかれませんように気

を付けてお過ごしください。 

 

クリスマススタンプラリー

始まるよ！ 

詳しくは児童館に来てね♪ 


