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  ☆企画・編集☆ 

多賀城市鶴ヶ谷児童館 

住所：多賀城市鶴ヶ谷 1 丁目 10-5 

Tel：022-362-0763 

Fax：022-799-7020 

URＬ：http://www.miyagi-kodomo.net/t-tsurugaya 

☆開館日☆ 

月～土曜 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 

12 月号 2020 年 11 月 20 日 発行 

 

♡あそびのひろば♡ 10 日(木) 自由参加 
時間：9:00～12:00 
対象：幼児親子 
内容：たくさんのおもちゃで遊ぼう！10:30 からのお

はなし会もお楽しみに！ 

♡あつまれ！0～1 歳児♡ 3 日(木) 自由参加 
時間：10:30～11:00 
対象：0～1 歳児と保護者(10 組程度) 
内容：親子のふれあい遊びと身長・体重測定 

♡キラキラ☆mama♡ 17 日(木) 申込 
時間：11:00～11:50 
対象：子育て中の方 5 組（お子さんと一緒の参加も可能です） 

内容：キラキラビーズをつかって作ろう！ 
申込：12 月 3 日(木)～ 

児童館に直接、またはお電話にてお申込ください。 

♡すきっぷ♪つるちゃん(幼児クラブ)♡ 

9 日(水) 登録 
時間：11:00～11:50 
対象：2017 年 4 月 2 日～2018 年 4 月 1 日生まれ

の幼児とその保護者(参加するには登録が必要です) 
内容：館行事「クリスマスパーティー」に参加します！ 
   ※幼児クラブ登録者は申込無しで参加できます。 

～まだまだ登録受付中！ 

気になる方は職員までお声がけください～ 

♡ライオンの会♡ メンバー募集中！ 

22 日(火)10:30～ 
対象：1 歳前後～未就園のお子さんとその保護者 

内容：親子で一緒に楽しめる内容を企画しています。 

気軽に見学に来てください。 

♡クリスマスパーティー♡ 9 日(水) 申込 
時間：11:00～11:50 
対象：幼児親子 10 組 
内容：リズムあそびを中心とした「クリスマス会」をし

ます！一足早めにゲストがくるかも…。 
申込：11/26(木)～ 

児童館に直接、またはお電話にてお申込ください。 

 

鶴ヶ谷児童館の HPはこちらです☆ 

行事や日々の様子などをぜひご覧ください 

あそびのひろば 
おはなし会の後にはみ

んなでケーキ作り♡ 

高学年 Lab 

史遊館に行って、まが玉
作りに挑戦してきまし
た。 

♡ホッとサロン♡ 3 日(木) 申込 
時間：11:00～11:40 
対象：幼児親子 5 組 
内容：子育てのちょっと気になることを、子育て相談員

とお話してみませんか。 
申込：11/26(木)～ 

児童館に直接、またはお電話にてお申込ください。 

♡おいでよ PON！スペシャル♡ 

25 日(金) 自由参加 
時間：11:00～11:30 
対象：幼児親子 
内容：小学生のお兄さん、お姉さんによる読み聞かせ 

♡おいでよ PON！プレミアム♡ 

21 日(月)～25 日(金) 自由参加 
時間：10:30～11:00 
対象：幼児親子 
内容：みんなでクリスマスを楽しもう！ 

現在、市内でも新型コロナウイルス感染事例が
あるため、 

◇12月からの活動拡大は延期します◇ 

安心・安全な児童館へ遊びに来てくださいね 

 

 

 

 

 

児童館では以下のような対応をしております。 

①自由来館者の時間・人数制限は行いません 

②幼児親子さんの活動・行事は 10 組まで 

③小中高生の活動・行事は 20 人まで 

④申込の多い活動は 2 回に分けるなどして対応 

～遊ぶ時のルール～ 

【かならずマスク】【しっかり手洗い】 

【ぜったい くっつかない】 

体調確認・検温をして来館してね 



～・～・～・～・～・～・～・小・中・高生対象行事（つるっこ）・～・～・～・～・～・～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

12月イベントカレンダー 
日 月 火 水 木 金 土 

 １ ２ 

 

３ 
♡あつまれ！0～1 歳

児 
♡申込ホッとサロン 

４ ５ 
◎ぷら～っと

タイム 

６ 

おやすみ 

 

７ 

 

 

８ 

 

９ 
♡申込クリスマスパー
ティー 
(登録幼児クラブ) 

10 
♡あそびのひろば 
 

11 

 

12 
★高学年 Lab 

13 

おやすみ 

 

14 
★登録はっぱくん 

15 

 

16 

 

17 

♡申込キラキラ☆

mama 

18 

 

19 
 

20 

おやすみ 

21 
♡PON!プレミアム① 

22 
♡PON!プレミアム② 

♡登録ライオンの会 

23 

♡PON!プレミアム③ 

★プレイランド① 

【小・中学校終業式】 

24 

♡PON!プレミアム④ 

★プレイランド② 

【冬休み (～1/7)】 

25 

♡PON!プレミア

ム⑤＆スペシャル 

★プレイランド⓷ 

26 

★プチランド 

27 

おやすみ 

28 

◎ピッカピカ大作戦 

 

29 

おやすみ 

30 

おやすみ 

31 

おやすみ 

 

児童館の利用方法 

・児童館は 0 歳～18 歳までの子どもと、その子に関わる大人を対象とし、地域の方にも開放された

施設です。 

・未就学児は保護者の同伴が必要です。館内、館庭ではお子さまから目を離さないようにお願いたし

ます。（外の館庭で遊ぶ場合も館内受付で名前の記入をお願いいたします。） 

・来館時と退館時には、手洗いと消毒をしましょう。 

・図書ロビーの本は、１人３冊まで、２週間の貸し出しを行っています。 

・おもちゃは遊び終わったらもとの場所に片づけましょう。 

・お弁当（幼児親子は 11:30～13:30、小学生以上は 12:00～13:00）、おやつ（15:00～15:30）

を持ってきて児童館で食べることもできます。（新型コロナウイルス感染予防のため休止中） 

・小学生は、天真小学校の下校時間（4～10 月は 16:20、11 月～3 月は 16:00）になったらお家

に帰ります。 

編集後記 

 2020 年も残すところ約 1 ヶ

月となりました。今年はどなたに

とっても「変化のあった年」だっ

たことと思います。これからどう

なるのか、なんとも予想はできま

せんが、今できることをしっかり

やることが大切かと思います。 

体調管理に気を付けて、健やか

に楽しく過ごせるようにしたい

ですね。 

♡……幼児親子向け行事 

★……小学生向け行事 

◎……その他の行事 

◎ぷら～っとタイム◎ 

5 日(土) 自由参加 
時間：①11:00～12:00 

②15:00～16:00 

対象：中高生 

内容：中高生が優先的に遊べる時 

間です。思い切り身体を動か 

して遊ぼう！ 

★高学年 Lab★ 

12 日(土) 自由参加 
時間：14:00～15:00 

対象：小学４・５・６年生 

内容：発泡スチロールを使った

工作にチャレ 

ンジ！ 

★みんなであそぶ「はっぱくん」★ 

14 日(月) 登録 
時間：15:15～16:00 
   (11 月から終了時刻が変わりました) 

対象：登録した小学生 
内容：「クリスマス」 
※現在は定員のため、キャンセル待ちにな
ります。ごめんね。 

★プレイランド★ 

23 日(水)～25 日(金) 自由参加 
時間：15:00～16:00 

対象：小学生 

内容：「クリスマス」をテーマに工作や

ゲームをしてみんなで 

じっくり遊ぼう！ 

★プチランド★ 

26 日(土) 自由参加 
時間：15:00～16:00 

対象：小学生 

内容：「竹馬」検定。たくさん練

習をしていろいろな技を

マスターしよう！ 

◎ピッカピカ大作戦◎ 

28 日(月) 自由参加 
時間：14:00～15:00 

対象：どなたでも 

内容：一年間楽しく遊んだ児童館を

きれいにします。みんなでや

れば「おそうじ」も楽しいよ！ 

申込……お申し込みが必要です。 
登録……登録制の行事です。 
その他…  のないものは自由参加 

です。 
 

 

年末年始休業（12/29～1/3） 

＜令和 3 年度放課後児童クラブ使用申請について＞ 
令和 3年度の放課後児童クラブについて、申請書類の配布・受付が始まります。必要な方は以下の期間内で手

続きを行ってください。（使用にあたっては年度毎の登録申請が必要です） 

・配布：令和 2 年 11 月 24 日(火)～随時 

・受付：令和 2 年 12 月 7 日(月)～令和 3 年 1 月 25 日(月) 

※必要書類をそろえて必ず期間内に申請してください。（期限を過ぎると 4/1 からの利用ができません） 


