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８月号 

2022 年 7 月 20 日 発行 

☆企画・編集 

多賀城市鶴ケ谷児童館 

住所：多賀城市鶴ケ谷 1 丁目 10-5 

Tel：022-362-0763 

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

/t-tsurugaya 
 

☆開館日☆月～土曜 午前 9:00～午後 4:30 

☆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 

♡水あそび♡  
期間：７月４日（月）～8 月 31 日（水）の期間中で 

主に（月）・（水）・（金）・（土） 

時間：10:30～11:30 

   ＊行事がある日には 13:30～14:30 

対象：幼児親子 

内容：タライの中におもちゃを浮かべて水あそびをし 

よう！ バスタオルや着替えを持ってきてね。 

＊気温、気候によってお休みをする場合があります。 

 

   

 

 

♡あそびのひろば♡ 10 日(水)  
時間：9:00～12:00、13:00～16:30 
内容：トランポリンやボールプールで遊ぼう！ 

プラレールやシルバニアファミリーもあるよ! 
   10:30～は夏休み ver のおはなし会も開催☆ 

♡あつまれ！0～1 歳児♡ ４日(木)  
時間：10:30～11:00 
内容：親子でのふれあいあそび＆身体測定 

♡ホッとサロン♡ 4 日(木)  申込受付中 
時間：11:00～11:40  定員：５組程度 
内容：子育て相談員が来館します⭐ 
   子育てのちょっと気になるあんなこと…みんな

でお話ししてみませんか。 

♡すきっぷ♪つるちゃん♡ 24 日(水) 登録 
時間：10:30～11:15 
内容：『野菜スタンプを楽しもう』 

いろんな野菜をペッタンして、オリジナルの
うちわをつくろう！! 

＊参加には登録が必要です。詳しくは職員まで。 

協力：多賀城市子ども家庭課親子保健係 

♡おいでよ PON！プレミアム♡ 

       18 日(木)・19 日(金)  
時間：10:30～ 
内容：紙皿でスイカ型バッグをつくろう！ 
   海をテーマにしたフォトコーナーも登場☆ ♡たがママ☆パーティー♡  9月 1日（木）  

時間：10:30～11:30 

対象：乳幼児親子 6 組 

共催：「すくっぴーひろば」・「西部児童センター」 

内容：ママたちとお話したり、 

情報交換したり、 

楽しいひとときを過ごしませんか♪  

申込：8 月 18 日（木）～ 

   電話、または児童館で直接お申込みください。 

♡キラキラ☆mama♡ 25 日(木) 申込 
時間：10:30～11:15 
内容：『まち針ストリングアート』に挑戦☆ 
   針と糸を使って、縫わないアート作品を作って

みます！  
対象：子育て中の方（親子での参加も可）5 組 
申込：8 月 12 日（金）～ 

おしらせ 
新型コロナウイルス感染状

況を鑑みて、 

現在、児童館での昼食・お

やつを休止しています。 
 

７月 21 日（木）～の市内小中

学校の夏休み期間に合わせて、

児童館の受付では利用にあたっ

ての確認チェックシートを再度

記入・提出していただきます。 

今年度すでに利用し、一度提出

された方も改めて確認させてい

ただきますので、ご協力をお願

いいたします。 
 

 
幼児親子さんの 

水あそびも スタート!! 

はっぱくんでは 

スライムづくり 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

８月イベントカレンダー 
 
日 月 火 水 木 金 土 

7/31 

おやすみ 

１ 

♡水あそび(AM) 

★プレイランド 

２ 

 

★プレイランド 

３ 

♡水あそび(AM) 

★プレイランド 

４ 

♡あつまれ 0～1歳児 

♡ ホッとサロン 

５ 

♡水あそび(AM) 

6 

♡水あそび（ＡＭ） 
◎ぷら～っとタイム 

７ 

おやすみ 

８ 

♡水あそび(AM) 

★プチランド 

９ 

 

★プチランド 

10 

♡あそびのひろば 

★プチランド 

11 

おやすみ（山の日） 

12 

♡水あそび(AM) 

★プチランド 

13 

♡水あそび(AM) 

◎ぷら～っとタイム 

★プチランド 

14 

おやすみ 

15 

♡水あそび(AM) 

 

16 

 

17 

♡水あそび(AM) 

★はっぱくん 

18 

♡ PON！プレミアム① 

19 

♡ PON！プレミアム② 

♡水あそび(PM) 

20 

♡水あそび（ＡＭ） 
◎ぷら～っとタイム 

21 

おやすみ 

22 

 

＜小・中学校 

夏休み最終日＞ 

23 

 

24 

♡すきっぷ♪ 

つるちゃん 

♡水あそび(PM) 

25 

♡キラキラ☆ｍａｍａ 
26 

♡水あそび(AM) 

 

27 

♡水あそび(AM) 

◎ぷら～っとタイム 

★高学年 Lab 

28 

おやすみ 

29 

♡水あそび(AM) 

 

30 

 

31 

♡水あそび(AM) 

♡乳幼児親子行事 ★小学生行事 ◎中高生行事 

 
小学生のみでの自由来館は 16:20まで遊べます 

 

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 

 夏休みが始まりますね。 

みなさんにはどんな『夏休みの思い

出』がありますか？ 

4 月からあそび場が広くなった児

童館では、コロナ感染症対策と熱中

症対策を取りながら、少しでもいろ

いろな活動や体験ができるように現

在も様々な方法を試してみていると

ころです。児童館でやってみたいこ

と、こんなのがあったらいいなと思

うことなど、皆さんからのご意見・

ご要望等もおまちしています！ 

★プレイランド★ 

１日(月)～３日(水) 
時間：13:30～14:30 

対象：小学生以上 

内容：「つるがやじどうかん」 

の看板をつくろう！ 

※ペンキを使うので、 

汚れてもいい服装で参加してね！ 

★～みんなであそぶ～ はっぱくん★ 17 日(水)  
時間：15:15～16:15 

内容：『水あそびをしよう！』 

もちもの：着替え・タオル 

※濡れてもいい服装で遊びにきてね☆ 

＊参加するには事前の登録が必要です! 

 事前登録の申込みは、児童館に来てね⭐ 

 小学生ならだれでも登録できます! 

 

★プチランド★ 

8 日(月)～13 日(土) 
時間：開館中いつでも 

対象：小学生 

内容：『あそびの検定週間』 

   けん玉・コマ・タングラ

ムのそれぞれの技やレベ

ルに挑戦してみよう！ 

◎ぷら～っとタイム◎ 

毎週土曜日  
時間：①11:00～12:00 

   ②15:30～16:30 

内容：中高生の優先タイム          

   運動したり、おしゃべりした

り、勉強をしたり… 

   専用スペースを準備して待って

います! 

★高学年 Lab★ 27 日(土) 
時間：14:30～15:30 

対象：小学４・５・６年生 20 名 

内容：「第 46 回こどもまつり」に 

向けて、Lab コーナーの相談会

をしよう！ 

   おまつりに向けて、 

みんなのアイデア 

募集中☆ 


