
 

 

 

 

 

飾り付け場所：市民センター  
飾り付け期間：７月 ５日（月）から８月 ９日（月） 

制作期間：５月１８日（火）から６月２８日（月） 
制作者：児童クラブの子どもたち 

  
～メッセージ～ 

 今年は鬼滅カラーをイメージした「かたひら」オリジナル
の飾りと、キラキラ星の天の川を児童クラブのみんなで「コ
ロナが早く終わりますように！」と願いを込めて作りまし
た。時折外から入る風にさらさらと揺れる様子はとても涼や
かです。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：貝ケ森市民センター・児童館玄関 
飾り付け期間：６月３０日（水）から８月 ８日（日） 

制作期間：６月２３日（水）から６月２５日（金） 
制作者：児童クラブの子どもたち 

貝ケ森子育て支援クラブ『花時計』のみなさん 
ぴこちゅうくらぶのみなさん 

 
～メッセージ～ 
児童クラブの子どもたちがデザインを考えてくれました。お花

紙をひらいたり、折り鶴を折ったり、力を合わせて作りました。
みんなの願いが叶いますように…☆彡 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童館入り口  
飾り付け期間：７月 ７日（水）から８月 ８日（日） 

制作期間：６月２６日（土）から７月 ７日（水） 
制作者：折立児童クラブ員・幼児クラブ 

ひよこちゃんよっといで参加親子 
自由来館乳幼児親子・職員 

  
～メッセージ～ 

 いつも元気な折立児童クラブの子ども達。今年はその元気
パワーを制作パワーに変えて沢山の飾りを作りました。一人
で集中して作る子、お友達と一緒に作る子、それぞれに素敵
な飾りが出来ました。短冊に書かれたみんなの願い、叶いま
すように☆ 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童館前の廊下 
飾り付け期間：７月 ７日（水）から８月 ８日（日） 

制作期間：６月 ２日（水）から６月３０日（水） 
制作者： 児童クラブ（１～３年生）、児童館職員 
  

～メッセージ～ 
 コロナ禍でも続けたい、伝えたい伝統行事のひとつが七夕
飾り。７月３日（土）の児童クラブ保護者会ではサテライト
に、幼児さんの行事では遊戯室、そして今は児童館前の廊下
に飾って、小学校の皆さんにも見てもらっています。 
 



 

 

 

 

飾り付け場所：児童館廊下  
飾り付け期間：６月２９日（火）から８月 ７日（土） 

制作期間：６月２９日（火）から７月 ３日（土）  
制作者：小学生、児童クラブ、子育て支援クラブ  

 
～メッセージ～ 
色とりどりのかわいらしい七夕飾りができました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：宮町商店街 ふとんの菅野 前 
飾り付け期間：８月 ６日（金）から８月 ８日（日） 

制作期間：６月１６日（水）から７月３０日（金） 
制作者：幼児クラブ 親子 

自由来館 乳幼児親子 
児童クラブ クラブ員 

 
～メッセージ～ 
七夕飾りのデザインは児童クラブの子どもたちが一人ひとり

考え、その中からみなさんの投票で選ばれたものをみんなで力を
合わせて作りました。 
男の子にはマインクラフトのかめのキャラクター「マイッキ

ー」が、女の子や乳幼児親子のみなさんには「ねこ」や「いぬ」
が人気でした。 
ぜひみなさんご覧ください。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：栗生児童館 廊下  
飾り付け期間：７月１４日（水）から８月 ７日（土） 

制作期間：７月 ５日（月）から７月 ９日（金） 
制作者：児童クラブ児童 

  
～メッセージ～ 

 毎年，児童館に涼やかさと彩りをくれる七夕飾り。今年は，
好きなキャラクターや動物を描いたキューブ付き短冊とちょ
うちんを飾りました。短冊には，家族の健康やコロナの収束，
将来の夢が叶うように，などの願いが書かれていました。早
速願い事が叶ったお友だちもいました。 
 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：玄関ホール  
飾り付け期間：７月 ２日（金）から８月１０日（火） 

制作期間：６月１６日（水）から７月１５日（木） 
制作者：児童クラブ児童、幼児クラブ親子 

自由来館者(幼児)親子、職員 
  

～メッセージ～ 
 地元の方から毎年竹の寄贈を受け、玄関ホールに仙台
七夕伝統の飾りつけを施しました。 
併せて児童クラブや来館者親子、職員が願い事を短冊

にしたため飾りました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：吉成市民センターロビーラウンジ  
飾り付け期間：６月１８日（金）から８月１０日（火） 

制作期間：６月 ８日（火）から６月１７日（木）  
制作者：吉成児童館児童クラブ員・職員 

折り紙ボランティア「紙ふうせん」  
 
～メッセージ～ 

 今年の七夕飾りは，子どもたちが大好きな「毀滅の刃」のキ
ャラクターを取り入れ，イメージを考えて子どもたちと一緒に
作っていきました。吹き流しに付いている折り紙は，折り紙ボ
ランティア「紙ふうせん」の方々にもお手伝いいただきました。
和紙を絵の具で染めて作った短冊に，各々願い事を書いて吹き
流しに付け，完成した七夕飾りを皆で喜び合いました。 
 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：愛子児童館 玄関  
飾り付け期間：７月 ３日（土）から８月 ７日（土） 

制作期間：７月 ３日（土）から７月３１日（土）  
制作者：乳幼児親子・幼児クラブ親子 

児童クラブ員・職員  
 
～メッセージ～ 

 今年の短冊は、乳幼児親子さんは可愛いクマとウサギさん。
おうちの人と一緒に願い事を書いて飾ってくれました。児童ク
ラブ員の小学生たちも、笹と星が付いた短冊に願い事を思い浮
かべながら書きみんなで飾りました。みんなの願い事が叶いま
すように☆ 
 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：高砂児童館本館玄関 
高砂小学校内サテライト室前廊下  

飾り付け期間：７月 １日（木）から８月１４日（土） 
制作期間：６月１０日（木）から６月３０日（水）  
制作者：高砂児童館児童クラブの子どもたち  

 
～メッセージ～ 

 児童クラブの子どもたちが、お花紙で色とりどりのお花を作
ったり、折り紙で「折姫と彦星」やちょっぴりむずかしい「鶴」
を折ったりして、とても華やかな吹き流しができあがりまし
た。ぜひ見にきてください。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：田子市民センター 1階玄関先ロビー 
飾り付け期間：６月２７日（土）から８月 ８日（日） 

制作期間：６月２７日（土）から７月１５日（木） 
制作者：児童クラブ利用の子供たち 

地域にお住まいの伝笑あそび会の方々 
 

～メッセージ～ 
地域にお住いの方から竹を頂き，児童クラブ利用の子どもた

ちや乳幼児親子が短冊や飾りつけ，伝笑あそび会の方々が吹き
流しを作ってくれました。竹を頂きに行くときには子供たちも
一緒に行き，竹藪を見学させてもらいました。吹き流しは子供
たちが障子紙を絵の具で染めたものを使って伝笑あそび会の
皆さんが制作，お花も子供たちが開きました。まだまだコロナ
禍。直接関わることは難しいのですが，力を合わせて素敵な吹
き流しを作ることができました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：枡江児童館の玄関口  
飾り付け期間：７月７日（水）から８月７日（土） 

制作期間：７月６日（火）から７月７日（水） 
制作者：子育て支援クラブの有志の皆さんと 

児童クラブを利用の子供たち 10名。  
  

～メッセージ～ 
 児童クラブを利用の子供たちの中から 10 名の子供たちを
選出し、子育て支援クラブ有志の方々と一緒に制作した作品
である。昨年度までは、大きな竹に飾ることができたが今年
度は、コロナ禍の関係で調達することが出来なかった。 
かなり大変な作業だったが、支援クラブの有志の皆さんのお
手伝いもあり、見事に作品を仕上げることができた。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：図書室・親子室  
飾り付け期間：７月１９日（月）から 未定 

制作期間：７月１９日（月）から７月２１日（水） 
制作者：児童館職員・児童クラブ 
 

～メッセージ～ 
子どもたちの願いが叶うようにと今年は天の川に短冊を

のせ掲示しました。大きな吹き流しや本物の竹に触れ、４
００年続く仙台七夕の歴史を児童館内で体験し学ぶことが
出来ました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：岡田児童館、岡田駐在所、岡田郵便局  
飾り付け期間：６月９日（水）から８月９日（月） 

制作期間：６月１日（火）から６月９日（水）  
制作者：児童クラブ  

 
～メッセージ～ 

 岡田の地域のみなさんに喜んでもらうために、児童クラブの
子どもたちが仙台七夕の七つ飾りや、願い事を書いたリースを
製作しました。ひらがなの書き方を職員に教わりながら懸命に
書いた短冊には、習い事の上達や新型コロナウィルスの収束を
願う切実な思いがこもっていました。自作の飾りを保護者の方
に見せるときの誇らしげな顔、それを見る保護者の方のうれし
そうな顔が印象的でした。 
 岡田駐在所や岡田郵便局の方々にも大変喜んでいただき、子
どもたちの地域貢献の機会となりました 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童クラブ室 2 
飾り付け期間：７月２６日（月）から８月 ７日（土） 

制作期間：７月１２日（月）から７月２１日（水） 
制作者：児童クラブの子どもたち 

乳幼児自由来館のみなさん 
 

～メッセージ～ 
折り鶴作りに挑戦しました。初めて折る人にはちょっと

大変そうでしたが、一生懸命折ってくれました。コーヒー
フィルターを使ったにじみ絵の着物に、思い思いの顔をつ
けました。願い事を書いて笹に飾った短冊を、天の川の両
岸に立つ織姫と彦星がにこやかにみまもっています。 
ぜひ、見に来てください。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童館玄関ホール  
飾り付け期間：７月７日（水）から８月７日（土） 

制作者：南小泉老人クラブ泉寿会、児童クラブ 
 

～メッセージ～ 
 泉寿会の皆さんが作ってくださり、児童クラブが一緒に飾り
付けをした伝統的な仙台七夕の見事な笹飾り。その後、子ども
たちの願い事が書かれた短冊で日に日に彩られていきました。
一緒に願い事を書いたお母さんたちや、子育て支援クラブさん
の協力もいただいて、地域みんなの素敵な七夕飾りとなりまし
た。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：館内廊下掲示スペース  
飾り付け期間：７月 ７日（水）から８月１０日（火） 

制作期間：６月 １日（火）から７月 ７日（水）  
制作者： 児童クラブ児童，職員 

 
～メッセージ～ 
今年度も館内廊下の掲示スペースに，天の川の流れにのせ

て，伝統的な仙台七夕と短冊を飾りました。「頭がよくなりま
すように。」「字がじょうずになりますように。」「足が速くな
りますように。」などの小学生らしい願いに，「コロナが早く
なくなりますように。」という願い事が半分くらい混ざってい
ました。どうかみんなの願いが届き，大人も子どもも健康で
楽しく過ごし，各々の目標に向かって，進めますように。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：玄関・廊下  
飾り付け期間：７月８日（木）から８月９日（月） 

制作期間：７月７日（水）から８月５日（木） 
制作者：小学生・乳幼児親子・地域の大人の皆さん 

子育て支援クラブ「やま子」・職員 
 

～メッセージ～ 
昨年に引き続き児童館だより 7 月号に短冊をのせ，みんな

の願い事を募集しました。児童館に届いた短冊は玄関と廊下に
飾り，玄関は子育て支援クラブ「やま子」さんが用意してくれ
た笹に、廊下は笹に見立てた輪飾りに，それぞれ手作りの飾り
も一緒に飾りました。短冊を届けてくれた人には，子育て支援
クラブさんが準備してくれたお家で作って飾れる七夕飾りセ
ットをプレゼントしました。今年は仙台七夕の七つ飾りが揃っ
て入っているセットで，家でも児童館でも七夕の季節を楽しみ
ました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童館 玄関 
飾り付け期間：７月 ３日（土）から 未定 

制作期間：７月 ３日（土）から７月１３日（火） 
制作者：児童クラブ，幼児クラブ，地域の方々， 

「竹取りに行こう！」参加児童 
 

～メッセージ～ 
昨年に引き続き，ご近所にお住まいの方に立派な竹をご提供

いただき，七夕飾りを作りました。みんなで竹を取りに行き，
その後輪飾りや短冊，ツル等を作り飾り付けをしました。後日，
幼児クラブや自由来館の皆さんにもご協力いただき，とてもき
れいな竹飾りができました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童館玄関  
飾り付け期間：７月１０日（土）から８月 ７日（土） 

制作期間：６月 ９日（水）から７月１０日（土） 
制作者：工作タイム「七夕かざりをつくろう」参加児童 

七郷地区更生保護女性会、児童クラブ、職員  
  

～メッセージ～ 
 コロナ禍の中、地域の皆さんにも七夕気分を味わっていただき
たく、今年も児童館玄関前に飾らせていただいています。吹き流
しにつけた星型の短冊がゆらゆら揺れて、鶴つなぎについている
鈴の音がとても涼しげです。近くをお通りの際は、ぜひご覧くだ
さい。 
 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：長町駅 駅前プラザ  
飾り付け期間：８月 ３日（火）から８月２０日（金） 

制作期間：７月２１日（水）から８月 ２日（月） 
制作者：児童クラブ員 

子育て支援クラブ“おだづもっこ” 
 

～メッセージ～ 
今年も長町商店街の七夕が中止となりました。地域を元気にし

たいと子育て支援クラブと児童館の子どもたちが心を込めて「七
夕飾り」を制作しました。子どもたちの願いが込められた児童館
らしい七夕飾りをご覧ください。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：仙台市太白区文化センター 
飾り付け期間：７月２８日（水）から８月 ９日（月） 

制作期間：７月１６日（金）から７月２７日（火） 
制作者：文化センター職員 

児童館の児童クラブの子どもたち 
 

～メッセージ～ 
毎年，文化センターのギャラリーに飾られる七夕飾り。今年も

長町児童館の子どもたちが天に届くように一人ひとり思いを込
めて願い事を書きました。子どもたちの思いがこもった願い事を
ご覧ください。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：西多賀児童館玄関ホール  
飾り付け期間：７月２０日（火）から８月２７日（土） 

制作期間：６月２１日（月）から７月２０日（火） 
制作者：さくらくらぶの皆さま、地域の方々 
 

～メッセージ～ 
西多賀児童館のキャラクター『にしタガー』をモチーフにし

てみました。 
子どもたちや地域の方々の願い事を短冊に書きました。みん

なの願い事がかないますように。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：人来田マイスクール児童館 
仙台縄文の森広場  

飾り付け期間：７月１５日（木）から８月 ９日（月） 
制作期間：６月２８日（月）から７月１４日（水） 
制作者：ささ竹の提供…マイスクール人来田の職員様 

飾り・願いごと…人来田マイスクール児童館 
児童クラブの子供及び職員 

展示作業…人来田マイスクール児童館職員及び 
縄文の森広場職員様 

～メッセージ～ 
 「ささの葉さ～らさら のきばにゆれる・・・」 
コロナ禍の中，今年も夏が訪れました。子供たちは短冊に，自分の

願いごとを心を込めて書き込んでいました。願いごとが，七夕の夜空
に届きますように！！ 
今年も人来田マイスクールさんに竹の提供を，縄文の森広場さん

に七夕飾りの展示をさせていただきました。ありがとうございまし
た。どうぞ，ご覧ください。 

太白マイスクール児童館との合同展示 

願い事を書く子どもたち 

児童館に展示された七夕飾り 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：縄文の森広場（エントランス）  
飾り付け期間：７月１５日（木）から８月 ９日（月） 

制作期間：６月２１日（月）から７月１４日（水） 
制作者：太白マイスクール児童館・児童クラブ児童 

児童館職員  
 

～メッセージ～ 
縄文の森広場のエントランスをお借りして，児童と職員で手

作りした七夕飾りを展示しています。これは地域交流を図るた
めに数年前から取り組んでいる夏の定例行事の一つで，人来田
マイスクール児童館さんとの合同展示になっています。８月９
日（月）まで展示しておりますので，ぜひ見にいらしてくださ
い。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童館ロビー  
飾り付け期間：７月３０日（金）から８月 ７日（土） 

制作期間：７月２６日（月）から７月３０日（金） 
制作者：児童クラブ児童と職員 
 

～メッセージ～ 
みなさん、くす玉と吹き流しのテーマは何かわかりますか？

（色から判断してね） 
中田児童館カメラクラブの５年生が撮影したベストショット

です。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童館入口から廊下部分 
飾り付け期間：７月１６日（金）から８月 ７日（土） 

制作期間：７月１４日（水）から７月１６日（金） 
制作者：児童クラブ全員・おり～ぶ上野山 
  

～メッセージ～ 
 毎年「おり～ぶ上野山」と合同で七夕かざりづくりを行
っています。今年は児童クラブは、本館とサテライトに分
けて制作をしました。3年生以上は、今年はじめて仙台七
夕かざりを全部制作し、笹にかざりました。鬼滅色の吹き
流しとカラービニールで作った天の川を是非ご覧くださ
い。 



 

 

 

 

飾り付け場所：児童館玄関・秋保里センター  
飾り付け期間：７月 ９日（金）から８月 ８日（日） 

制作期間：６月２１日（月）から７月 ７日（水）  
制作者： 児童クラブの子どもたち 

 
～メッセージ～ 
星に願いを～みんなの願いが届きますように～とタイ

トルを付け、色々な星をたくさん使った吹き流しを、コロナ
退散のシンボル アマビエにつるしました。お花を開く作
業は男の子たちもたくさん協力してくれました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童クラブ室  
飾り付け期間：７月１７日（土）から７月３０日（金） 

制作期間：７月 １日（木）から７月１７日（土）  
制作者：くまっちークラブ・1歳児親子・児童クラブ 

 
～メッセージ～ 
くまっちークラブ、くまっちー1でお家に飾れる七夕飾り

を作成しました。みんなとても楽しそうに飾りを作っていま
した。また、児童クラブ員が七夕飾りを作り、夏休み前のクラ
ブ室を素敵に飾ってくれました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童館廊下  
飾り付け期間：７月 １日（木）から７月１７日（土） 

制作期間：６月１４日（月）から６月１８日（金）  
制作者：児童クラブの児童 １年生～４年生  

 
～メッセージ～ 

 児童クラブを対象とした工作行事「パチパチタイム」で製作
しました。行事期間中は。のべ 40人ぐらいの児童が参加。自
分が上達したいことや、家族の健康、コロナの終息などの願い
事が書かれています。みんなで一つの吹き流しも作成。行事に
合わせて、七つ飾りの由来などもみんなで学びました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：八乙女児童館 交流スペース  
飾り付け期間：６月３０日（水）から７月３１日（土） 

制作期間：６月１４日（月）から６月２８日（月） 
制作者：児童クラブ 
 

～メッセージ～ 
吹き流しは切り紙で作りました。イメージは夜空に咲く花火で

す！笹竹に飾った短冊は 1 年生が染め紙で作りました。願いご
とかないますように☆ 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：交流スペース 
(8/6～8/8は玄関外に飾り付ける予定)  

飾り付け期間：７月 ７日（水）から８月 ８日（日） 
制作期間：６月２１日（月）から７月 ６日（火） 
制作者：児童クラブの子どもたち 
  

～メッセージ～ 
 子どもたち同士で教え合いながら仲良く楽しく作りまし
た。個性あふれるアサガオやかわいい金魚たちの中にはレア
なものも隠れていますよ。児童クラブの工作名人たちの力作
をどうぞご覧ください！ 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：泉ヶ丘児童センター 玄関  
飾り付け期間：７月 ２日（金）から７月 ８日（木） 

制作期間：７月 １日（木）から７月 ６日（火）  
制作者：児童クラブ員 

 
～メッセージ～ 
恒例参加行事だった仙台七夕小竹飾りが昨年に続き今年も

中止になり、思い描いていた作品を作ることができませんで
したが、子どもたち一人一人が思いを込めて短冊に願いを書
き、笹に飾り付けました。色とりどりの短冊のほかに、子ども
たちみんなで平和を願って鶴を作ったものを飾り付けたり、
提灯や星なども飾り付け、笹竹が華やかに飾られました。 



 

 

飾り付け場所：南光台東児童センター,南光台市民センター 
南光台児童館  

飾り付け期間：７月１６日（金）から８月 ８日（日）  
制作期間：６月３０日（水）から７月１０日（土）  
制作者：折り紙ボランティア南光台,児童クラブ  

ワンちゃん,ゼロちゃんたいむ参加親子 
 
～メッセージ～ 
折り紙ボランティア南光台さんにご指導いただきながら，児童クラブ

の小学生が“夏”のイメージのバナナ，スイカ，カブト虫を折りました。
染紙をして短冊に願いごとも書きました。また，児童センターに遊びに
来ているゼロちゃん・ワンちゃんたいむの時間には足形を取り，短冊に
願いごとを書きました。 
それぞれが作ったものを吹き流しに飾りました。南光台チャレンジピ

ックとして南光台市民センター，南光台児童館にも 1体ずつ飾ってあり
ます。 ぜひご覧ください。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：鶴が丘児童センター 玄関前 
飾り付け期間：７月７日（水）から８月８日（日） 

制作期間：７月６日（火）から７月７日（水） 
制作者：乳幼児親子（こぐまちゃん） 

児童クラブ児童 
鶴が丘子育て支援クラブ 

  
～メッセージ～ 

 鶴が丘児童センターの大規模改修工事を６月に終え、新し
くきれいに生まれ変わった児童センターの玄関に、みんなの
願い事を書いた短冊を飾っています。 
ぜひ、見に来て下さい！ 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：玄関正面ロビー  
飾り付け期間：７月 ５日（月）から８月 ７日（土） 

制作期間：６月２８日（月）から７月 ３日（土） 
制作者：児童クラブ員，児童クラブ保護者 

乳幼児親子行事参加者 
 

～メッセージ～ 
 其々の願いを書いてもらった五色の短冊は、新型コロナウイ
ルスの収束を願う内容が圧倒的でした。飾りは仙台七夕の七つ
飾りの由来を伝えながら、七夕週間に子ども達と作成しまし
た。 
七夕飾りは７月から、仙台七夕開催時期の８月７日までロビー
に展示しています。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童センター廊下。将監地区の施設 9か所  
飾り付け期間：７月 ７日（水）から８月 ９日（月） 

制作期間：６月２８日（月）から７月 ７日（水） 
制作者：センター展示…将監児童センター児童クラブ児童 

保護者の皆さん 
       地域展示…将監西児童館・将監児童館・将監児童セ

ンター３館連携ドキドキタイム「七夕ウ
ィーク！」参加の乳幼児親子の皆さん 

 
～メッセージ～ 
・児童センター内に飾る笹竹を、児童クラブの子供たちと制作しま
した。保護者の方にも短冊を書いてもらいました。 
・乳幼児親子を対象に、将監３館の児童館の連携行事「七夕ウィー
ク！」を実施しました。3館で作った飾りを合わせて、ミニ笹竹に
装飾しました。将監地区の商業施設等 9か所に展示させて頂きまし
た。 

センター展示用笹竹 地球展示用笹竹 



 

 

飾り付け場所：高森老人憩の家・高森児童センター  
飾り付け期間：７月１０日（土）から８月１０日（火） 

制作期間：７月 １日（木）から７月 ９日（金） 
制作者：春秋会（老人会） 

高森児童センター児童クラブの子どもたち  
 
～メッセージ～ 
春秋会の方々に折り方を教わりながら，児童センターの１・2年生

が心を込めて飾り付けを行いました。「おこづかいふやしてもらえま
すように」や「コロナがおさまったら，ディズニーランドに行けます
ように」等，思い思いの短冊が，高森の夏の風に揺れています。 

折り方を教わる子どもたち 憩の家の飾り 

一緒に飾り付け 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：玄関・遊戯室入口 
飾り付け期間：７月 ７日（水）から８月 ７日（土） 

制作期間：６月２１日（月）から７月２０日（火） 
制作者：地域ボランティア、児童クラブ、職員 

  
～メッセージ～ 

 地域の皆様にご協力いただき、今年は笹飾りの他に、複数
の鮮やかなくす玉も飾ることができました。子どもたちが
日々制作活動に取り組み、少しずつ笹竹に飾りを加え、完成
させました。皆で七夕の雰囲気を楽しんでいます。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：玄関ホール  
飾り付け期間：７月６日（火）から８月８日（日） 

制作期間：６月７日（月）から７月６日（火） 
制作者：児童クラブ員、乳幼児親子、地域の方 

虹の丘子育て支援クラブ、児童センター職員  
  

～メッセージ～ 
 今年の七夕飾りは白いうさぎちゃんの吹き流しです。虹の丘
子育て支援クラブさんに折り紙などの材料を購入していただ
き、児童クラブのみんながお花、うさぎの顔、飾りや短冊を作
りました。一つ一つ顔が違っていて、個性がありどれも可愛ら
しいです。 



 

 

飾り付け場所：玄関  
飾り付け期間：７月 １日（木）から７月１７日（土） 

制作期間：６月２３日（水）から６月３１日（水）  
制作者：児童クラブの子どもたちと職員  

 
～メッセージ～ 
天の川を泳いでいる元気なおさかなたちのイメージです。

１年生から６年生までの子どもたちの手形を使って製作しま
した。手形スタンプを押すのに、上級生の子どもたちが手伝
ってくれて、いつもとはちょっと違った七夕飾りができあが
りました。おかげで玄関が華やかになりました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：館児童センター 玄関前  
飾り付け期間：７月３０日（金）から８月 ７日（土） 

制作期間：７月 ５日（月）から７月１９日（月） 
制作者：館児童センター児童クラブ 

三老会（コスモスクラブ カトレアクラブ 
ヒマワリクラブ） 

館ディスコンクラブ 
  

～メッセージ～ 
 児童クラブの子ども達と三老会の方々で交流しながら制
作しました。 
メインの吹き流しは館児童センターのキャラクター「かばの
ひぽぽ」です。 
みんなで協力して素敵な飾りに仕上がりました。ぜひ見に来
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飾り付け場所：住吉台児童センター玄関ロビー  
飾り付け期間：７月２６日（月）から８月１０日（火） 

制作期間：７月１９日（月）から７月２４日（土） 
制作者： 児童クラブ員（１年～６年生） 
  

～メッセージ～ 
 今年も根白石商店街に出店できず，玄関ロビーに飾って
います。お迎えに来た保護者も子どもたちの夢をのせた作
品に感動していました。 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：玄関ホール・遊戯室・廊下  
飾り付け期間：７月１９日（月）から８月 ６日（金） 

制作期間：６月１４日（月）から７月１９日（月） 
制作者：児童クラブ児童 

  
～メッセージ～ 

 今年も，当センターキャラクターの『にじペンくん』にあ
やかって，ペンギンの吹き流しを作りました。七色のペンギ
ン達は，昼の空と夜の空を表した 2 色の吹き流しに並び，ま
るで虹のようです。ミニ吹き流しは，にじペンくんのぬり絵
で作りました。風が吹くと涼しそうに揺れています。小学生
の書いた短冊には，手形のスタンプも押しました。みんなの
願い事が叶いますように…。 
 



 

 

 

 

 

飾り付け場所：児童クラブ室前廊下  
飾り付け期間：７月 ２日（金）から８月 ７日（土） 

制作期間：６月２８日（月）から７月 ２日（金） 
制作者：児童クラブ員 

桂児童センター職員 
  

～メッセージ～ 
 児童クラブの児童たちが、輪つなぎや折鶴、お花紙を開い
て、一生懸命協力して七夕飾りを作りました。２年生の男児
が他の児童に作り方を教えてくれて、たくさんのかわいい星
を吹き流しにつけることもできました。 
児童クラブ保護者会では、「コロナがなくなりますように」

や「〇〇選手になりたい」などの願いを込めて子どもたちが
書いた短冊を見て保護者の方々は目を細めていました。乳幼
児親子の方々にも、七夕の気分を味わっていただくことがで
きました。笹竹を提供してくれる地域の方のご協力のおかげ
で、今年も七夕飾りが出来た事を感謝いたします。 
 




