
  

 

  

  

 

                                                           

                                        

                                            

 

                        

１月イベントカレンダー   

日 月 火 水 木 金 土 

       １       ２      ３ 
 
１／１（月）～１／３（水）は、年始の休館日となります。 
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お茶 Berry! 
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新春かくし芸 
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幼児クラブ 
ピョコ・ノコ 
11：00～ 

2３  
 
避難訓練 
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お話どんどん 
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ホッとサロン 
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【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。) 

、  

 

  

☆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 

 

1月号 

ga 2017年 12月 20日発行 
 

12/9（土）  

イルミネーション点灯式 

 温かい飲み物をいただき、

カップスを使っての素敵な演

奏を聴き、みんなで一緒にカ

ウントダウンをしました☆ 

12/6（水）  

お話どんどん・わいわい

タイム 
♬クリスマス会♪音楽に合

わせて体を動かしました♪ 

11/4（土） かめのこ工房 

 吹き矢を吹いたり、手裏剣

を飛ばしたりして、楽しく遊

びました♪ 



1 月のイベント案内 

子育て支援クラブ バンビ 協力 新春かくし芸大会 20 日（土） 自由参加 
皆に自分の得意技を発表しよう！ もちろん見に来るだけでも OK！皆で楽しもう♪ 

時間：11：00～12：30（10：30 受付開始・11：00 開演）   対象：どなたでも                         

    ※終了後は、子育て支援クラブバンビさんが準備してくださる「揚げたこ焼き」が食べられます。 

    ※詳しくは、別紙チラシをご覧ください。 

わいわいタイム 10 日(水)  自由参加 
時間：11：00～  対象：乳幼児親子        

内容：“ヨガであそぼう”をテーマに、 

音楽にのって親子で身体をほぐしてあそびましょう♪ 

かめのこ工房 5 日(金)・27 日(土) 
5 日（金）     

「オリジナル羽子板で遊ぼう！」 

時間：10：00～   

対象：小学生     

内容：自分だけの羽子板をつくって、遊ぼう！ 

※参加希望の人は、当日 9:00～児童館で 

  受け付けします。                    

27 日（土） 

「ミニ四駆で遊ぼう！」         

時間：10：00～  

対象：小学生 

内容：自分のミニ四駆を持って来て、 

広いコースで走らせよう！ 

※必ず自分のミニ四駆を持ってきてね。 

お茶 Berry!サロン 16 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による「ハンドマッサージ」を

受けられます！ 

終了後、お茶を飲みながらおしゃべりしましょう。 

幼児クラブ ピョコ・ノコ 22 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：「作ってあそぼう！」 

   親子で楽しく工作遊びをします☆ 

※欠席の場合は、ご連絡ください。 

お話どんどん 24 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。 

たのしクラブ 13 日（土） 登録制 申込み 
時 間：10：00～ 

対 象：登録している 4～6 年生    

持ち物： 材料費 100 円（当日集金します） 

内 容：「ティッシュカバーづくり」 

 ミシンを使って、素敵なティッシュカバーを作ろう！ 

 ※準備の関係で申込み制となります。 

申込み：１月 6 日（土）までに電話または、児童館に直

接来て、申し込んでね☆ 

ホッとサロン 26 日(金)   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。） 

お話のポケット 17 日（水） 自由参加 
時間：15：20～  対象：小学生 

内容：楽しいお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☆ 

避難訓練 23 日（火）    自由参加 
時間：15：30～ 対象：小学生 

内容：地震を想定した避難訓練を行います。 

※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。 

誰にでもできる心肺蘇生法講習会 2/3 日（土） 申込み  
時 間：10：00～11：00（受付：9：30～） ※参加証明書をいただけます。 

対 象：どなたでも（小学生から大人まで：親子での参加も大歓迎！） 

内 容：家の中でだれかが倒れた時、子どもでもできることを楽しく学びましょう！ 

申込み：別チラシ（１月に児童館に置きます）の申込書で、1/27（土）までに申し込んでください。 

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～2 月 16 時） 

＜編集後記＞ 

２０１７年も、鹿野児童館に子ども達

と保護者の方々の笑顔があふれる年と

なりました。皆様方のご支援・ご協力に

心より御礼を申し上げます。 

 来たる年も、皆様にとって良い年にな

りますようにお祈りしております。 
寄贈：佐々木さん（手芸用品） 

   前川さん（玩具・本）照井さん（駒） 

   小関さん（遊具）須田さん（文具） 

  ※ご協力ありがとうございます※ 


