
★企画・編集★

仙台市原町児童館（のびすく宮城野）

住所：仙台市宮城野区五輪２丁目12番７０号

Tel:022-352-9811(児童館）

　　022-352-9813（のびすく）

Fax:022-352-9812(共通）

★開館時間★

月～金　午前９:００～午後６:００

土　　　　午前９:００～午後5:００

日・祝・祭日　年末年始はお休みです

発行★特定非営利活動法人

　　　　MIYAGI子どもネットワーク

＊＊＊じどうかんのおやくそく＊＊＊ 
 
 
 

 
 
 
日時 ：５月２６日（月） 
          １０:３０～１１:０0 
対象 ：５月生まれの乳幼児親子 
持ち物：お手ふきタオル 
定員 ：２０組 
申込み：５月１２日(月)から 

   ＊定員になり次第しめきります 

ジュニアボランティア募集!! 
[主催：仙台市内児童館連絡協議会] 

仙台市の全部の児童館が団結して 

一日限りの「仙台市まるごと児童館」を 

６/２９(日）アエル５階にオープンします！！ 

そこで、児童館スタッフと一緒に活動してくれる 

ジュニアボランティアを募集中！ 

対  象    :小学生～高校生 

活動内容:イベント当日の呼び込み・受付・案内・       

             ブース手伝いなど 

             月に１～２回ミーティングがあります 

興味のある人は、児童館にお問い合わせください!! 

仙台市まるごと児童館  

子育て支援クラブ 
「みやぎ～の」 
 会員募集！！ 

 

子育て支援クラブは、地域の方々と共に児童福祉の向

上と子どもたちの健やかな成長のために各種行事やボ

ランティア活動を行うクラブです。年齢・性別を問わ

ずどなたでも入会できます。児童館行事のお手伝いを

しながら、子どもたちと一緒に楽しみませんか？ 

ご興味のある方は、児童館にお問い合わせください。 

    

 

4/10歩っぷ0・1合同 
わらべうたとふれあい遊び

をしました。スカーフ遊び

は、ふわふわしていたね。 

4/1 児童クラブ入会式 

ドキドキ顔の1年生も館内の

ルールを覚えた後は新聞紙じゃ

んけんで大盛り上がり!  1年間

よろしくおねがいします(^○^) 

 

4/12 春を感じよう！ 
ぽかぽか陽気の中“春”にちなんだクイズをしまし

た。そのあとはお楽しみのお弁当タイム!みんなで

3/27  

親子ビクス 

たくさん動いて 

楽しかったね! 

手形をとるよ！ 

汚れても良い服装

で来てね！！ 

・「こんにちは」「さようなら」のあいさつをしましょう 

・受付で名前を書いてから遊びましょう 

・帰るときはチェックしてから帰ってね！ 

・自分の持ち物には名前をつけましょう 

・自分のおもちゃは持ってこないでね 

・小学生は学校のある日はランドセルを置いてから 

 あそびにきてね！ 

・遊んだおもちゃは片付けましょう 

・小学校の下校時刻になったら帰りましょう 

・幼児さんは保護者の方と一緒に来てください 

 

「おもちゃ病院ドレミ」開院!! 
日時：5月17日（土） 

   13：00～15：30 
「おもちゃドクター」が、こわれたおもちゃの治療（修理）を

します。診察料は無料です。 

※ただし、おもちゃの状態によっては治療代（部品・電池など

の交換の場合・実費費用）が必要な場合や、修理ができない場

合があります。 

☆いらなくなった・こわれたおもちゃを、リサイクルするため

に引き取っています。家に眠っているおもちゃがあれば、ぜひ

お持ちください！ 



日 月 火 水 木 金 土

5月の行事～「まちたんけん」
　　　　がつ　　　　　ぎょうじ

1 2 3

おやすみ

日時：5月31日（土）　10：00～12：00
にちじ　　　　　　がつ　　　　にち　　　　ど　

◎歩っぷ0 (けんぽうきねんび)

対象：小学生
たいしょう　　しょうがくせい

4 5 6 7 8 9 10

定員：30名
ていいん　　　　　　めい

おやすみ おやすみ おやすみ

持ち物：すいとう、ぼうし、汗ふきタオル
　も　　　もの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あせ

(みどりのひ) (こどものひ) (振替休日) ☆びゅんびゅん

申込み：5月19日(月）から
もうしこ　　　　　　　　　がつ　　　にち　げつ

11 12 13 14 15 16 17

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ☆◎♡

まちっちひろば おやすみ ◎歩っぷ1 ☆♡まちっちひろば おもちゃ病院

「紙ヒコーキをつくろう！」
　　　かみ

18 19 20 21 22 23 24

自分だけのオリジナルヒコーキを作って飛ばそう!
　じぶん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つく　　　　　　　と

◎♡ ☆◎ ☆♡

日時：5月14日(水）15：30～16：20
　にちじ　　　　　　がつ　　　にち　すい

おやすみ ◎グループ相談 おはなしジャンプ ぷりらっこ ☆ぐるぐる ひなんくんれん

場所：創作活動室
ばしょ　　　　　そうさくかつどうしつ

25 26 27 28 29 30 31

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ☆♡

おはなしのじかん　 絵本や紙芝居などのおはなし会です
えほん　　　　かみしばい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かい

おやすみ ◎お誕生会 ◎サロンでステップ おはなしのじかん ☆まちたんけん

日時：5月28日（水）
　にちじ　　　　　　がつ　　　にち　　　すい

15：30～16：00
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ぷりらっこ（小学1～3年生対象）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがく　　　　　　ねんせいたいしょう

「新聞紙であそぼう」
　　　　　しんぶんし

日時：5月21日（水）
　にちじ　　　　　がつ　　　　にち　　　すい

15：30～16：00

場所：ゆうぎ室
　ばしょ　　　　　　　　　　　　しつ

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

ぷちらっこ（小学4～6年生対象）
5/31（土）の月行事「まちたんけん」のグループリーダー
をぼしゅうします。くわしくは、一番上の「まちたんけん」を
ごらんください。

原町地域をみんなで探検してクイズに答えよう！
はらのまちちいき　　　　　　　　　　　　たんけん　　　　　　　　　　　　　　　　　　こた

☆♡
ウィリーおじさんと
あそぼう！

☆◎
パパとあそぼう
0・1

☆◎
パパとあそぼう
2・3

・日曜・祝日はお休みです。

・他の区ののびすく会員カードをお持ちの方は、来館の際にお持ちください。

・車での来館は文化センター駐車場（有料）をご利用ください。

ち 

＊子育て支援クラブ みやぎ～の主催 
   「ウィリーおじさんとあそぼう」 
  ウィリーおじさんが 

   楽しい紙芝居やうたを歌いにやってきます！ 

   日時 5月12日(月）10：30～11：30 

    対象 乳幼児親子 

    申込みは要りません。時間までお越し下さい。 

歩っぷ1 
「ふれあいあそび」 

日時：5月13日(火） 

10：30～11：00 

対象：1歳児親子 

定員：20組 

申込み：4月30日(水）から 

 ぷららっこ 
中高生向けに館内を開放しています！ 

月～金 16：30～ 

土曜日 15：30～ 

 広い遊戯室もあります。遊びに来てね！ 

★登録幼児クラブ「びゅんびゅん」    
対象：2歳児とその保護者 

「はじまりの会」 

日時：5月8日（木） 

10：30～11：15 

★登録幼児クラブ「ぐるぐる」 
対象：3歳児とその保護者 

    「はじまりの会」 

日時：5月22日（木） 

    10：30～11：15 
入会申込み：4月28日から。直接来館 

                   してお申込み下さい。 

                   対象など詳しくは児童館HP 

                   をご覧ください。 

サロンでステップ 
お茶を飲みながら皆でお話ししましょう 

日時：5月27日（火）10：30～11：00 
対象：2～3歳児親子 
定員：10組 
申込み：5月14日（水）から 

  パパとあそぼう0・1 
「牛乳パックであそぼう」 

日時：5月10日（土）10：30～11：00 

対象：0～1歳のお子さんとそのパパ 

定員：5組 

申込み：4月24日（木）から 

☆児童館の行事 ◎のびすくの行事 ♡自由参加 ※イベント開催及び準備のため、各部屋が使用できない場合があります。 

おはなしジャンプ 
絵本や紙芝居などの読み聞かせや 
親子のふれあい遊びをします 

日時：5月20日（火）10：30～11：00 
場所：図書室・集会室 
対象：乳幼児親子 
  自由参加です。時間までにご来館下さい。 

申込  

登録制  

登録制  

グループ相談 

「子どもの事故予防と対処法」について 
いざというとき、どのようにしたらよいか？ 

お話を伺います。 

日時:5月19日（月）10：30～11：30 

講師：宮城野消防署員の方（原町出張所より）  

定員：10組 

申込み：5月9日(水)から 

申込  

申込  

申込  

申込  

  パパとあそぼう2・3 
  「牛乳パックであそぼう」 

日時：5月24日（土）10：30～11：00 

対象：2～3歳のお子さんとそのパパ 

定員：5組 

申込み：5月15日（木）から 

 

歩っぷ0 
「ふれあいあそび」 

日時：5月1日(木） 

10：30～11：00 

対象：0歳児親子 

定員：20組 

申込み：4月23日(水）から 

～編集後記～ 
 
新年度の慌ただしさも、少しずつ落ち着いてくる時期です。5
月は大型連休もありますね！ 
みなさまはどんなご予定を立てていらっしゃるでしょうか？？ 
原町児童館・のびすく宮城野では、今月もいろいろな行事を企
画しています♪ 
ポカポカ陽気に誘われて、また新しいお友だちとの出会いにも、
ぜひお出かけ下さい！！ 
お待ちしています♡ 

＊4月の定例会＊ 

日時：4月25日(金）10：00～ 

    

申込  

申込  

申込  

申込  

   ひなんくんれん  

＊避難訓練＊ 
日時：5月23日(金）15：30～ 

対象：どなたでも 

健康相談・相談事業 
看護師による健康相談です。お子さんの健康に関する疑問・

育児に関することなど、どうぞご相談下さい。 

日時：毎週月曜日 9:30～13:00 

保育心理士へのご相談もできます。 

※ご希望の方は、電話予約又はご来館下さい。 


