
                                                

4 月イベントカレンダー  

日 月 火 水 木 金 土 

1 

 

おやすみ 

2 

児童クラブ入会式 

10：30～ 

 

避難訓練 

3 4 5 

かめのこ工房 

10：30～ 

6 

お花見 

11：30～ 

7 

8 

 

おやすみ 

9 

 

 

 

 
鹿野小入学式・始業式 

10 11 

わいわいタイム 

11：00～ 

12 13 14 

かのっこ畑 

10：30～ 

    登録制 

たのしクラブ 

13：30～ 

15 

 

おやすみ 

16 申込制 

子育て支援クラブ  

バンビ 

お花見会 

10：30～ 

17 

 

18 

お話のポケット 

15：20～ 

19 20 申込制 

ホッとサロン 

11：00～ 

21 

22 

 

おやすみ 

23 24 

お茶 Berry!サロン 

11：00～ 

25 

お話どんどん 

11：00～ 

26 27 

 

28 申込制 

かめのこ工房 

11：00～ 

29 

 

おやすみ 

昭和の日 

30  

 

おやすみ 

振替休日 

【自由
じ ゆ う

来館
らいかん

】 

※自由来館は 16:30 まで遊べます。 
・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 

2018年 3月 15日発行 

4月号 

2/24（土）かめのこ工房 

「するめ天旗（凧）作り」 
 毎年恒例の凧作り！ 

民生委員さん協力のもと凧

を作り、大空へ揚げることが

できました。 

3/1（木）「ひなまつり」 

 子育て支援クラブ バンビさん

主催のひなまつり♪ 

 工作を楽しみ、ひなあられやパ

ンケーキで節句のお祝いをしまし

た☆ 

3/3（土）かめのこ工房 

「スポーツチャンバラ！！」 
 講師の方をお迎えしてスポーツ

チャンバラを体験！ 

 対戦形式でも体験し、とても白熱

しました！ 



 
【4 月のイベント案内】 
子育て支援クラブ バンビ主催「お花見会」 16 日（月） 申込制 
時間：10：15受付  10：30 開始  対象：乳幼児親子 25 組程度 

持ち物：水筒、ハンカチ、帽子  参加費：無料 

内容：暖かい春の陽を感じながら工作をしてお団子を食べましょう！ 

申込み：4 月 10 日（火）までに児童館にお申込みください。 

お花見 6 日（金） 自由参加 
時間：11：30～  対象：どなたでも 

持ち物：お弁当、水筒 

内容：春と言えば「お花見」！ 

桜の木を見ながら、お弁当を食べよう！自由来館の

お友達もお弁当を持って来れるよ！！ 

かめのこ工房 5 日（木）・28 日（土） 

5 日（木） 自由参加 
時間：10：30～  対象：小学生 

内容：「パッチン☆」 

   四角の厚紙をくっつけてゴムの力でパッチンと 

   はねる工作をします！ 

28 日（土） 申込制 
時間：11：00～  対象：小学生 

内容：「空きビンでスノードームを作ろう！」 

   ビーズやラメを入れて、自分だけのスノードーム 

   を作ります。 

定員：10 名（25 日までに空きビンを持って申し込んで 

   ください。） 

わいわいタイム 11 日（水） 自由参加 
時間：11：00～ 

対象：乳幼児親子 

内容：「春」をテーマに親子で音楽遊びやふれあい遊びを 

します♪ 

ホッとサロン 20 日（金） 申込制 
時間：11：00～  対象：子育て中の保護者 

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。発達についての疑問など、お気軽にお話くだ 

さい。 

定員：5 組（事前に申込みされた方から優先的にご案内。） 

かのっこ畑 14 日（土） 自由参加 
時間：10：30～ 

対象：小学生 

内容：ジャガイモの種イモ植え付けをします！ 

※汚れてもいい服装、長ぐつで参加してください。 

 軍手は児童館で貸し出します。 

お茶 Berry！サロン 24 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一緒に、わらべ歌・手遊び・ 

ふれあい遊びを楽しみましょう！ 

終了後は、お茶を飲みながらおしゃべり♪ 

たのしクラブ 14 日（土） 登録制 
時間：13：30～  対象：4～6 年生 

持ち物：たのしクラブ申込書（事前にもらっている人） 

内容：「始まりの会」 

   みんなで協力し、やりたいことを考え 1 年間の予定 

を決めます！やりたいことを考えてきてね☆ 

   登録したい人・気になる人もぜひ来てね！ 

※「たのしクラブ」は、4～6 年生を対象に自分達がやりた 

いことを児童館がお手伝いする登録制のクラブです。 

お話どんどん 25 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し会です。 

   手遊びや絵本・紙芝居を親子で楽しみましょう！ 

   0 歳から参加できます。 

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：ボランティアさんによる素話やみんなで楽しく 

手遊びをしてくれます。ぜひ、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や図書室を開放しています。 

バドミントンや卓球、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☆ 

幼児クラブ ピョコ・ノコ 平成 30 年度 会員募集について 
対象：平成 26 年 4 月 2 日～28 年 4 月 1 日生まれのお子様と保護者 

定員：25 組程度  活動期間：平成 30 年 5 月～平成 31 年 3 月 

受付期間：4 月 16 日（月）10：30～（児童館に直接ご来館ください。定員になり次第、締め切りになります。） 

※幼児クラブは、登録したお子様と保護者が遊びを通してお友達と出会い、健康な心と体を育むことを目的としています。 

 運動遊びや季節の行事など、楽しく過ごしながら一年を通してみんなで大きく成長しましょう。 

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。 

・未就学児の来館に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。 

・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。（3 月～10 月 ４：３０） 

＜編集後記＞ 

 すっかり春めいて暖かくなりました。 

お散歩ついでにでも、ぜひ児童館へお越

しください♪ 

 職員一同、心よりお待ちしております。 

平成 30 年度も鹿野児童館をよろしくお

願いいたします。 

 


