
♡おいでよ PON！プレミアム♡ 

26 日(月)～28 日(水) 自由参加 
時間：10:30～11:00 
対象：幼児親子どなたでも 
内容：「こどもの日」おたのしみ週間。 

「こいのぼり」工作やフォトコーナーもあるよ! 
 

♡おいでよ PON！♡ 自由参加 
時間：10:30～ 
内容：行事がない日のお楽しみ♪手遊びや読み聞かせ

をするよ！ 

 

～・～・～・～・～・～・～・幼児親子対象行事（つるちゃん）・～・～・～・～・～・～ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ☆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 

４月号 2021 年３月 22 日 発行 

 

♡あそびのひろば♡ 14 日(水) 自由参加 
時間：9:00～12:00 
対象：幼児親子 
内容：児童館にあるおもちゃで遊ぼう！ 
   10:30～はおはなし会もあるよ♪ 

♡あつまれ！0～1歳児♡ 22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♡ 15 日(木) 申込 
時間：10:30～11:15 
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：「オリジナル」キーホルダーを作ろう！ 
申込：4 月８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)♡ 

申込受付 12 日(月)からスタート！ 登録 
時間：10:30～11:１5 
対象：2018 年 4 月 2 日～2019 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：登録した親子で一緒に活動します。体操やテー

マあそび、工作などいろいろなことをして楽し
もう！ 

♡ライオンの会♡ 20 日(火) 登録 

メンバー募集中！ 
時間：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。 

♡ホッとサロン♡ 22 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：4 月 14 日(水)～ 

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） 
手形を取ってオリジナル
の卒業証書を作りました。 

はっぱくん 

活動時に着けていた名札をメダルにアレンジ！ 

あつまれ！0～1 歳児 

スカーフ遊びやふれあい
遊びをみんなで一緒に楽
しみました☆ 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

４月イベントカレンダー 
日 月 火 水 木 金 土 

 １ 

 

【小・中学校 

春休み（～4/7）】 

２ 

 

３ 

◎ぷら～っとタイム 

 

４ 

おやすみ 

５ ６ 

 

７ ８ 

 

 

【小・中学校 

入学式・始業式】 

９ １０ 

★高学年 Lab 

 

１１ 

おやすみ 

１２ 

・幼児クラブ申込

スタート 

１３ 

 

１４ 

♡あそびのひろば 

 

１５ 

♡申込 

キラキラ☆mama 

１６ １７ 

◎ぷら～っとタイム 

１８ 

おやすみ 

１９ ２０ 

♡登録 

ライオンの会 

２１ 

★プレイランド① 

 

２２ 

♡あつまれ！ 

０～１歳児 

♡申込ホッとサロン 

★プレイランド② 

２３ 

★プレイランド③ 

２４ 

◎ぷら～っとタイム 

２５ 

おやすみ 

２６ 

♡PON 

プレミアム① 

２７ 

♡PON 

プレミアム② 

２８ 

♡PON 

プレミアム③ 

２９ 

おやすみ 

（昭和の日） 

３０ 

★プチランド 

 

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 

 ４月となり新年度を迎えましたが、

「新型コロナウイルス」はまだまだ安

心できない状況です。でも、ずっと感

染防止対策を続けるのは正直しんどい

…。「いつもとは違った遊びがしたい」

「お家ではないどこかでちょっと一息

つきたい」そんな方はぜひ児童館へ。

いろいろなおもちゃや活動を準備して

お待ちしております。（ママ同士の交流

の場としても遠慮なくご活用くださ

い！）       

 

◎ぷら～っとタイム◎ 

3 日(土)・17 日(土)・24 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！ 

バスケやバドミントンができるよ。 

★高学年 Lab★ 

10 日(土) 自由参加 
時間：14:00～15:00 

対象：小学４・５・６年生 

内容：１年間の行事計画「Lab かいぎ」

をするよ。やってみたいことを

みんなで話し合おう！ 

★みんなであそぶ「はっぱくん」★ 

申込受付 5 月 1 日(土)スタート  

登録 

時間：15:15～16:15(冬期は 16:00 まで) 

対象：登録した小学生 

内容：いろいろな学年のお友だちと工作やゲームをして活

動します。みんなで楽しく遊べるよ！ 

※参加するには事前の登録申込が必要です。 

★プレイランド★ 

21 日(水)～23 日(金) 自由参加 
時間：15:00～16:00 

対象：小学生 

内容：いろんな「色」であそ 

びや工作にチャレンジ！ 

★プチランド★ 

30 日(金) 自由参加 
時間：15:00～16:00 

対象：小学生 

内容：「なわとび」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！ 

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。 
 

 

♡……幼児親子向け行事 

★……小学生向け行事 

◎……その他の行事 

4 月から小学
生の自由来館
は16:20まで
あそべます。 


