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特定非営利活動法人 MIYAGI 子どもネットワーク

４月の児童センターの様子を紹介します
かわいいね♡

4/6 つくってあそぼう
ペーパークラフトで
バランスバードを作りました♪

4/13 プラレールの日
小学生も楽しみました♪

♪鶴ケ谷児童館へ遊びに行こう♪

♪幼児クラブ「スマイル」♪
5/20（木） 登録制
時間：10:30～11:15
内容：季節の工作やうた遊びをします。
定員：2・3 歳児親子 10 組
（令和 3 年 4 月 2 日現在で 2 歳以上の幼児親子対象）

5 月イベントカレンダー
日

月

５/18（火） 自由参加
時間：10:00～11:00
対象：どなたでも
内容：西部児童センタースタッフが鶴ケ谷児童館へ
遊びに行きます。参加したお友だちと一緒に「シャ
ボン玉遊び」に挑戦！
新しいお友だちが出来るかも…。
現地集合です。鶴ケ谷児童館で待っています♪
＜参加対象者は市内在住者に限ります＞
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♪中高生タイムは、中学生・高校生が優先的に遊
戯室を使うことができる時間です。その他の時間
でも中学生・高校生が利用することができます♪

来館される皆様へお願い
児童館では[コロナウイルスを児童館に持ち込まない，持ち出さない，広げない]ことを強化しています。
○感染予防のために検温，手指消毒，手洗い，マスクの着用（着用が難しいお子様を除く）をお願いいたします。
咳エチケットやほかの利用者との距離が近くなり過ぎない等，
「３密」を避けるようお気を付けください。

○おもちゃ等の共有について
お子さまの健やかな成長に「他者との関わり」はとても大切なことです。遊びの中で，おもちゃ，遊具，絵本等の共有を制限する
ことは現実的ではありませんが，安心してご利用いただけるよう，感染防止対策に努めて参ります。ご来館にあたり，不安なこと
や疑問に思うことがありましたら，ご遠慮なくご相談ください。

○小学生の児童センター利用方法について
小学生が来館する際は「保護者の承諾書」の提出（初回のみ）が必要になります。併せて，イベント参加のために学校から直接来
館（通称：ランドセル登館）する場合は「センター利用カード（B5 サイズの黄緑色）
」が必要になります。保護者の承諾書とセン
ター利用カードは，西部児童センターの受付窓口で配布しています。

皆様にはご不便をおかけいたしますが，ご理解・ご協力をお願いいたします。

乳幼児親子対象イベント

♪わくわくタイム♪

♪もくもくひろば♪ 5/6（木）自由参加
内容：木のおもちゃで遊ぼう
時間：10:30～11:30
対象：乳幼児親子

♪トミカの日♪

♪はっぴぃ 0・1♪

対象：幼児親子

5/18（火）申込制

♪ママカフェ SEIBU♪

時間：10:30～11:00
内容：成長を記録しましょう。
定員：乳幼児親子 8 組
申込：5/6（木）～

申込制

小学生対象イベント
5/7（金）

申込制

5/17（月）

申込制

5/28（金）
申込制

♪つくってあそぼう♪

5/12（水）

申込制

時間：15:00～16:00 定員：小学生 20 名
内容：季節に合わせた工作をするよ！
申込：4/28（水）～
※保護者からの申込が必須です。

♪よさこいを踊ろう♪
5/6・２０(木)時間：15:30～16:00

時間：15:30～16:00 申込：4/23（金）～
内容：絵本の世界を楽しもう 定員：小学生 20 名
※保護者からの申込が必須です。

♪ホールで遊ぼう♪

5/26（水）

時間：10:30～11;15
内容：COOP ママの絵本で食育あそび♪
定員：乳幼児親子 ８組 申込：5/14(金）～
協力：みやぎ生協共同購入運営部
食育インストラクターprimary 曽田洋子氏

時間：11:10～12:00
定員：乳幼児親子 3 組
内容：子育て相談員と日頃の子育てについてお話しましょう。
申込：5/6（木）～ ※個別相談ではありません。

♪絵本の時間♪

申込制

時間：10:30～11:00
内容：絵本の読み聞かせや手遊びをします。
対象：乳幼児親子 8 組 申込：5/12（水）～

対象：幼児親子

5/18（火）

5/19（水）

♪おはなしぱれった♪

♪プラレールの日♪ 5/11・25（火）
自由参加 時間：10:00～11:30

♪ホッとサロン♪

申込制

時間：10:30～11:00
内容：わらべうたや手遊び、防災減災情報など
定員：0 才,1 才児親子 8 組 申込：5/6（水）～

5/10・24（月）自由参加

時間：10:00～11:30

♪ぷくぷく測定♪

5/14（金）

時間：10:30～11:00 対象：幼児親子
内容：季節に合わせた工作・運動をします。
申込：4/30（金）～

申込制

対象：小学生 申込：4/22・5/6（木）～
※保護者からの申込が必須です。

申込制

時間：15:00～15:45
内容：センターの遊戯室で体を動かそう！
定員：小学生 20 名 持ち物：上靴，飲み物
申込：5/6（月）～ ※保護者からの申込が必須です。

♪チャレンジ教室♪

5/19（水）

申込制

・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。
・現在，館内では飲食することができません。
・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。

・小中高生は遊戯室で遊ぶときは上ぐつが必要なので持ってきてください。

時間：15:15～16:00 対象：小学生
内容：ニュースポーツに挑戦！ 持ち物：うわぐつ
申込：5/6（木）～ ※保護者からの申込が必須です。

★ ・お金，おもちゃ，ゲーム等は持ってこないでください。
利
用
方
法
★

・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「ボール以外の時間」が決まっています。
・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。）
・自由来館の小学生の一人帰り最終時刻は 16:15 です。
※その他，困ったことや分からないことはセンター職員に相談してください。

