
 

１１月イベントカレンダー   

日 月 火 水 木 金 土 

『お抹茶会』18 日(月) 時間①15:00～②15:30～ 

対象：小学生各回 10 名  参加費：100 円（当日集金） 申込：11/5(火)～ 

1 2 

子どもシアター 

 

3 

文化の日 

休館 

4 

振替休日 

休館日 

5 6 

はっぴぃ 0・1 

ホールであそぼう 

7 

もくもくひろば 

よさこい 

8 9 

ポケモンが 

やってくる 

多賀城市防災訓練 

10 

休館 

11 

伝承遊びの会 

12 13 

保育園に 

あそびにいこう 

14 

幼児クラブ 

「スマイル」 

15 

おはなしぱれった 

絵本の時間 

16 

 

17 

休館 

18 

お抹茶会 

19 

ぷくぷく測定 

ホッとサロン 

20 

わくわくタイム 

チャレンジ教室 

21 

よさこい 

22 

 

23 

勤労感謝の日 

休館 

24 

休館 

25 

 

26 27 

ママカフェ SEIBU 

つくってあそぼう 

28 

 

29 30 

 

 ☆企画・編集☆ 

多賀城市西部児童センター 

住所：多賀城市新田字下 1-1 

Tel：022-368－4142 

Fax：022-799-7010 

URL：http://www.t-seibu.net  

☆開館日☆ 

月～土曜日 午前 9 時 00 分～午後４時３0 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 

１１月

号 

2019 年１０月 20 日発行

行 

  

西部丸 

10 月 5 日(土) 

よさこいの元気な踊りでスタート 

遊ぶコーナー、作るコーナー 

地域の方と楽しい時間を過ごしました 

 
10 月 16 日(水) 

『じぃじばぁばお茶っこカフェ』 

祖父母との同居についてや 

お互いの孫自慢！いろんな話がきけました 

前回のお抹茶会の様子 

 

11 月 18 日(月) 

千葉先生を 

迎えて 

お茶について 

教えて 

もらいます 



１１月のイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

♪ぷくぷく測定♪ 19 日(火)自由参加 
時間：１０:３０～１１:００ 

対象：乳幼児親子どなたでも 

内容：成長の様子を記録しましょう 

♪わくわくタイム♪ 20 日(水) 当日申込 

時間：10:30～11:00 

対象：幼児親子 10組 

内容： 貼り絵で秋を楽しもう 

♪つくってあそぼう♪ 27 日(水)申込 
時間：15:00～  対象：小学生 30 名 

内容： かんたんブーメラン 

申込：11/13(水)～  

♪幼児クラブ「スマイル」♪14 日(木)登録制  

時間：１０:３０～１１:１５                

対象：2 歳以上の幼児と保護者 

内容：楽器作りと音遊び 

服装・持ち物：動やすい服装、飲み物 

♪絵本の時間♪ 15 日(金)自由参加 

時間：15:30～16:00 
対象：小学生 
内容：絵本の読み聞かせ等 

♪はっぴぃ０・１♪ 6 日(水)自由参加 

時間：１０:３０～１１:００  
対象：０歳．１歳児と保護者 
内容：親子でのふれあい遊び、防災・減災豆知識など 

♪もくもくひろば♪ 7 日(木)自由参加 

時間：１０:３０～１１:３０ 
対象：乳幼児親子どなたでも 
内容：木のおもちゃであそぼう！ 

 

♪ホッとサロン♪ 19 日(火)当日申込 
時間：１１:１０～１２:００ 

対象：乳幼児親子 5組 

内容：看護師とお話ししましょう。 

♪チャレンジ教室♪ 20 日(水)自由参加 
時間：15:00～16:00 対象：小学生  

内容：ニュースポーツにチャレンジ 

♪おはなしぱれった♪ 15 日(金)自由参加  

時間：１０:３０～１１:００                      

対象：乳幼児親子どなたでも       

内容：絵本の読み聞かせや、手遊びなど 

 

♪伝承遊びの会♪ 11 日(月)自由参加 
時間：10:30～11:30 

対象：小学生           

内容：こま回し、羽根つきなどの伝承遊び  

講師：地域ボランティアの方々   

4月1日から使用希望の場合は必ず期間内に申請してください。 

配付：令和元年 11 月 25 日(月)～随時 

（配付場所:鶴ヶ谷児童館・西部児童センター） 

受付：令和元年 12 月 9日(月)～令和 2 年 1 月 25 日(土)まで 

 （日・祝日、12/29～1/3 まで除く。） 

受付時間：9 時～18 時まで（土曜は午後 16時 30 分まで） 

※必要書類を揃えて必ず期間内に申請して下さい。 

〇放課後児童クラブとは〇 

保護者や同居の家族が仕事などのため、昼間家庭にいない児童に対して、

適切な遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図る事業です。 

★児童センターの利用方法★ 
・０歳から１８歳までの方が遊ぶことができます。 

（未就学児は保護者の同伴が必要です。保護者がその場を離れて， 

お子さまだけで遊ばせることのないようにお願いいたします） 

・来館したら受付窓口で来館時間と名前を書いてください。 

・ゴミ，オムツの持ち帰りにご協力ください。 

・砂場用のおもちゃもあります。 

（館庭で遊ぶ場合も受付窓口で名前を書いてください） 

・図書室での飲食をするときは職員に声を掛けてください 

（12 時から 13 時） 

・図書室の本が借りられます。１人３冊まで２週間の貸し出しです。 

・行事がある日も遊べます。 

（遊ぶ部屋が制限される場合があります） 

・小中高生は，遊戯室で遊ぶときは，上ぐつを持ってきてください。 

・お金，おもちゃ，ゲームは持ってこないでください。 

・遊び終わったら，きちんと片づけをお願いします。 

・遊戯室は，「ボール遊びの時間」と「ボール以外の遊びの時間」が

決まっています。 

・センター利用の小学生の一人帰り最終時刻は 16:００です。 

 

♪保育園に遊びに行こう♪ 13 日(水) 申込  

時間：１０:３０～11:00                

対象：乳幼児親子 

内容：すみれ保育園をたんけんしよう 

 申込：10/30(水)～ 

♪ママカフェ SEIBU♪27 日(水)自由参加   『茶道講座』 

時間：10:30～11:15 参加費：200円   対象：乳幼児親子どなたでも  定員：5組 

内容： おいしいお抹茶をいただきましょう   講師：千葉 正子氏      申込：11/13(水)～  

♪ポケモンがやってくる♪9 日(土)自由参加 
時間：１３:００～１６:００ 

対象：幼児親子、小学生 

内容：ポケモンわくわくワークショップ 

♪よさこいを踊ろう♪ 
7 日(木)、21 日(木) 登録制 

時間：15：３0～  対象：小学生            

申込：随時募集中 


