
♡おいでよ PON！プレミアム♡ 

26 日(水)～28 日(金) 自由参加 
時間：10:30～11:00 
対象：幼児親子 
内容：「てるてるぼうず」のへんしんグッズを作ろう！ 
   フォトコーナーもあるよ♪ 

 

～・～・～・～・～・～・～・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 

５月号 2021 年４月 2０日 発行 

 

♡あそびのひろば♡ 12 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♡ 6 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♡ 20 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：みんなで楽しくお花を飾ろう！ 
申込：5 月 6 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)♡ 
19 日(水) 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：「はじめましての会」 

♡ライオンの会♡ 11 日(火)・25 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♡ 6 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 22 日(木)～ 

児童館に直接、またはお電話にてお申込ください。 

ちなみに…行事の無い日は 10:30 から『おいでよ PON!』

という「手遊び」や「読み聞かせ」をするミニ行

事をやってるよ！ぜひ参加してみてね！ 

♡「鶴ケ谷児童館へ遊びに行こう」♡ １８日(火) 自由参加 
時間：1０:00～11:０0 
対象：どなたでも 
内容：すくっぴーひろばと西部児童センターから「鶴ケ谷児童館」におともだちが遊びに来ま

す!!その後はみんなで『シャボン玉遊び』に挑戦！新しいおともだちができるかも…。 
共催：子育てサポートセンター「すくっぴーひろば」、西部児童センター 

あそびのひろば 

ホールにあるいろいろなおもちゃで遊ん
だよ!「おはなし会」では読み聞かせだけ
でなく、ちょうちょの工作もしました☆ 

★児童館での感染対策とお願い★ 

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・検温をして遊びに来てね！ 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

５月イベントカレンダー 
日 月 火 水 木 金 土 

 

 

 

 

１ 

・「はっぱくん」 

申込スタート 

 

２ 

おやすみ 

３ 

おやすみ 

（憲法記念日） 

４ 

おやすみ 

（みどりの日） 

５ 

おやすみ 

（こどもの日） 

６ 

♡あつまれ！ 

０～１歳児 

♡申込ホッとサロン 

７ ８ 

◎ぷら～っとタイム 

 

 

９ 

おやすみ 

１０ 

 

１１ 

♡登録 

ライオンの会 

１２ 

♡あそびのひろば 

 

１３ 

 

１４ １５ 

★申込高学年 Lab 

 

１６ 

おやすみ 

１７ １８ 

♡『鶴ケ谷児童館

へ行こう』 

１９ 

♡登録すきっぷ♪ 

つるちゃん 

★プレイランド① 

 

２０ 

♡申込キラキラ☆

mama 

★プレイランド② 

２１ 

★プレイランド③ 

２２ 

◎ぷら～っとタイム 

２３/３０ 

おやすみ 

２４/３１ 

 

２５ 

♡登録 

ライオンの会 

２６ 

♡PON 

プレミアム① 

２７ 

♡PON 

プレミアム② 

２８ 

♡PON 

プレミアム③ 

★プチランド 

２９ 

◎ぷら～っとタイム 

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 

 早いもので、今年度になってすでに

1 ヶ月が経ちます。身体も心も疲れた

頃、やってくるのがゴールデンウィー

ク！…ですが、今年も昨年同様お家で

過ごすことになりそう。それでも、本

を読んだり、音楽を聴いたりと、「お家

で楽しく過ごす方法」はきっとたくさ

んあると思います。ステキなお家時間

を過ごせると良いですね。 

（職員へも遠慮なく「過ご 

し方」を聞いてみてね） 

 

◎ぷら～っとタイム◎ 

8 日(土)・22 日(土)・29 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★ 

15 日(土) 申込 
時間：14:00～15:00 

対象：小学４・５・６年生 10 名 

内容：多賀城図書館へ行こう 
申込：5 月１日(土)～ 
   申込受付スタート 

★みんなであそぶ「はっぱくん」★ 

５月 1 日(土)から申込受付スタート！ 登録 

時間：15:15～16:15(冬期は 16:00 まで) 

対象：登録した小学生 20 名 

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。 

◎第 1 回は 6 月 7 日(月)！！ 

★プレイランド★ 

19 日(水)～21 日(金) 自由参加 
時間：15:00～16:00 

対象：小学生 

内容：ストローをつかった 

工作をするよ！ 

★プチランド★ 

28 日(金) 自由参加 
時間：15:00～16:00 

対象：小学生 

内容：「一輪車」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！ 

小学生の自由来館は
「16:20」まであそ
べます。 

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 


