
大ホール

ベビーカー置場

10:30～15:00
小学生のよさこい、すずめ踊り、ダンスや
乳幼児さんのエビカニクスに体育指導員
のブレイクタイムなど一日中楽しめる
よ!エンディングはみんなでYOSAKOI！外

コーヒー軽食・パン

困ったことがあれば
スタッフまで！

体育指導員と
どこんじょう勝負もあるよ！
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あんなこと こんなこと、目で見て分かる児童館!!
子どもたちの「革」の作品展も開催中!!

★カプラ王国★
11:00～14:20

★乳幼児向け★
❶11:00～11:20 親子でわらべうた
❷12:00～12:20 紙芝居・軍手人形 他
❸12:30～12:50 ミュージックパネル 他
★小学生向け★
❶13:00～13:20 おはなしピッピ
❷13:30～13:50 小さなとびら
❸14:00～14:20 クロンとシロン

リハーサル会場
出演者控え室
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10:30～(乳幼児)
つりコーナー、エアートランポリン
プラズマカー・ひとまち・ぼうたコーナー
12:30～(小中高生)
むかしあそび、イライラ棒、ビンゴ、ぬりえ

魔法の板「カプラ」って
知ってる？お城や滝を
つくってあそぼう！

コーナー運営協力：泉区子育て支援クラブ・泉区家庭健康課・オーエンス泉岳自然ふれあい館・桂ウキウキバルーンサークル・泉区ジュニアリーダー   
宮城大学・東北福祉大学・東北生活文化大学・仙台白百合女子大学・聖和学園短期大学・蓬田 拓氏・今泉 泰一氏・武田 節子氏・香取 純栄氏・太宰 明子氏
出店協力：チャレンジドらいふ すていじ仙台・工房かやの実・ネルソンコーヒー南中山店・川島酒店

カプラ

10：30～12：00
・子育てお悩み解決コーナー  ・乳幼児子育て情報コーナー
・歯科・栄養相談コーナー  ・おやつのカロリーチェックコーナー

受付 w.cw.c

おむつ替可
休憩コーナー

10:30～12：00(乳幼児)
つりコーナー、エアートランポリン
プラズマカー、ひとまち・ぼうたコーナー
12:30～14：30(小中高生)
むかしあそび、イライラ棒、ビンゴ、ぬりえ
10：30～14：30(一日中開催!!)
バルーンアート、交通安全教室、工作、
変身コーナー(0才～)

●A ●B ●C 各回10人ずつ ※整理券が必要です。
各回30分前からワークショップ会場で配付
します。

❶11:00～11:40
❷11:40～12:20
❸13:00～13:40
❹13:40～14:20

ジェルキャンドル
ミニ凧
革のキーホルダー

●A
●B
●C
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●黒松児童館
●南光台児童館
●根白石児童館
●将監児童館　
●八乙女児童館
●向陽台児童館
●将監西児童館
●泉ヶ丘児童センター

●市名坂児童館

運営団体：（公財）仙台ひと・まち交流財団

運営団体：（特活）MIYAGI子どもネットワーク

●南光台東児童センター
●鶴が丘児童センター
●長命ヶ丘児童センター　
●将監児童センター
●高森児童センター
●加茂児童センター　
●寺岡児童センター
●南中山児童センター

●虹の丘児童センター
●七北田児童センター
●館児童センター
●松陵児童センター
●住吉台児童センター
●高森東児童センター
●北中山児童センター
●桂児童センター

東北生活文化大学高等学校 美術・デザイン科／仙台大学／雪印メグミルク（株）／サンスター／ビーンスターク・スノー（株）／森永乳業（株）／仙台うみの杜水族館

仙台市泉文化創造センター(イズミティ21)
市営地下鉄南北線泉中央駅下車 北3出口すぐ

会場

　　　　　  ／仙台市教育委員会／仙台市PTA協議会／仙台市私立幼稚園連合会／　　　　　　　　／朝日新聞仙台総局／読売新聞東北総局／毎日新聞仙台支局／産経新聞社東北総局／
共同通信社仙台支社／時事通信社仙台支社／　　　　　　　 ／　　　　　　 ／　　　　　　／　　　　　　 　　　／　　　　　　　　　／　　　　　　／

後 援

協 力

平成27年11月22日（日）
10：30～15：00

主催：（公財）仙台ひと・まち交流財団
主管：泉区内児童館・児童センター24館
協力：（特活）MIYAGI子どもネットワーク(市名坂児童館）
問い合わせ： ☎022-268-5079 (子ども育成課)
　　　　　  ☎022-272-1230 (八乙女児童館)

公益財団法人仙台ひと・まち交流財団
理事長　山内　晃

　本日は、「泉区児童館フェスタ～おもいっきり あそんじゃ王国～」に   
ご来場いただき、誠にありがとうございます。
　このイベントは、当財団の児童館事業の一つとして、日頃の児童館の
活動を広くPRすると共に、その成果を発表する場として、平成25年度か
ら毎年開催しているものです。
　これまで、若林区、宮城野区で実施し、今年は泉区の児童館・児童セン
ター全25館が連携して様々なアイディアを出し合い、他の児童館運営団
体や地域の子育てボランティア等の皆様からもご協力をいただきなが
ら、本日の開催に至りました。
　大ホールでは、この日のために日々、練習を重ねてきた乳幼児親子や
子ども達のステージ発表があります。併せて、展示室や会議室では、それ
ぞれの年齢に応じた、様々な体験型の遊びのコーナーがあります。泉区
内の児童や地域の皆様が一体となって作り上げた“あそんじゃ王国”を 
一日中、おもいっきり楽しんでいただければ幸いです。
　最後に、本日の開催にあたり、ご協力いただきました皆様に厚く御礼申
し上げるとともに、今後とも地域の皆様と共に、よりよい子育て環境づく
りに努め、笑顔が溢れる児童館を運営してまいりますので、是非、このフェ
スタを契機に、お近くの児童館へ足をお運びいただければと思います。

あ い さ つ 児童館・児童センター

Designed by 東北生活文化大学高等学校 美術・デザイン科 菅野 由衣 / 鈴木 萌 / 大井 茉弥



各児童館の子どもたち

　児童館によってダンス、よさこい、すずめ踊り、
ダブルダッチなど様々ですが、この日のために
練習してきた気持ちはひとつ！
ぜひ子どもたちの演技をご覧ください。

南中山和太鼓お囃子の会

　青少年の健全育成を目的に泉区南中山に誕
生して16年。
小学生から大人まで幅広い年代のメンバーが
集まり、地元南中山の夏祭りや近隣の学校、福
祉施設などで発表する機会をいただき、活動を
行ってきました。
太鼓の音の響きとお囃子の楽しさが皆様に伝
わればうれしいです。

乳幼児親子さんのステージ

『エビカニさんと踊っちゃ王国』
　たくさんのエビカニさんと、泉区の児童館か
ら大集合したちびっこたちがかわいい「エビカ
ニクス」のダンスを披露します。客席のみなさ
んも一緒に「エビカニクス」を踊りましょう!!

宮城大学  娘すずめ。

　宮城大学すずめ踊りサークル「娘すずめ。」
結成当初女性メンバーが多かったことから
『娘』に『すずめ』と書いて、『コスズメ』と読みます。
今では、男女を問わず楽しく活動しています。
笑顔と元気のあふれる演舞をお楽しみください。

国分町三丁目社中

だんす☆きっず

　泉区住吉台を中心に活動している小学
生のキッズダンスサークルです。
根白石や住吉台で行われる夏祭り等のス
テージに出演しています。
2002年に活動を開始し、今年で13年。
現在メンバー30名で、楽しく！元気に！
レッスンしています。

　働く仲間で集まったちんどんバンドは
2004年から活動を始め、七夕まつりや小正月
など子どもやお年寄りの施設で「にぎやかし」
を行っています。
今日は泉区児童館フェスタをPRし、盛り上げ
るために笑いいっぱい夢いっぱいのステージ
にしたいと思います。

Posso ballare?MG!!!

　宮城学院女子大学よさこい部です。
サークル名の「Posso ballare?（ぽっそばらぁれ）」とは
イタリア語で「踊ってもいいですか？」という意味です。
仙台で行われる「みちのくYOSAKOIまつり」を中心に
全国各地で行われるよさこい祭に参加しています。
ぽっそ娘の活気あふれる演舞をご覧ください。KAREN

　泉区のレクリエーションダンスのサー
クルです。
　「無理なく・楽しく・ストレス解消!」を
モットーに地域の行事やおまつりに「ヨ
サコイ」で参加しています。今回はダンス
の苦手な人も好きな人も、皆一緒に楽し
めたらと思っています。

体育指導員
　（公財）仙台ひと・まち交流財団の児
童センターには体育指導員がおり、体
育クラブなど、運動を中心とした活動
を行っています。
今日は私たちと一緒にブレイクタイ
ムを楽しみましょう！
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ステージ発表団体紹介

こ

阿部 静子 ( あべ しずこ）
日本航空グランドホステスを経て、フリーアナウンサーに。
ミヤギテレビ「OH！バンデス」で17年間リポーターをしていました。
現在は仙台のお片付けアナウンサーとして講座を開催中

ステージイベントプログラム
会場：大ホール　　司会：阿部 静子

開場
オープニング「ぶち合わせ太鼓」 他
　　 ゲスト：南中山和太鼓お囃子の会
実行委員長あいさつ
　　 泉区児童館フェスタ実行委員長
　　 寺岡児童センター  所長  泉 健逸

ステージ発表
    ① 仙臺すずめ踊り
　　 「しょうげんすずめ踊りクラブ」
　　    将監児童センター
　　 「やかた子すずめ隊」館児童センター
    ② ダンス「ゆめいっぱい」 他
　　 「フラワーガールズ」
　　    南光台東児童センター
    ③ ダンス「Rising Sun」
　　 「Let’s go！寺岡キッズ」
　　    寺岡児童センター

  【乳幼児向けステージ】
　　 ☆エビカニさんと踊っちゃ王国！☆

  【仙臺すずめ踊り】
　　 ゲスト：宮城大学 娘すずめ。
    ④ ダンス「The World is ours！」
　　 「将監西児童館チア隊」将監西児童館
    ⑤ ダンス「GUTS！」 
　　    黒松児童館

  【体育指導員によるブレイクタイム】
　　 体育指導員

  【ちんどんやパフォーマンス】
　　 国分町三丁目社中
    ⑥ ダンス「チャイマックス」
　　 「桂☆ぜんりょくスターズ」
 　　   桂児童センター
    ⑦ リズム体操「WAになっておどろう」
　　 「レクダンスクラブ」
　　    南光台児童館・将監児童館
　　    鶴が丘児童センター
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    ⑧ ダンス「銀河鉄道999」 他
　　    虹の丘児童センター
    ⑨ ダンス「I Wish For You」 他
　　 「松陵ダンスチーム」松陵児童センター

  【ダンス「B-BOY Toshiki」 他】
　　 ゲスト：だんす☆きっず
    ⑩ ダブルダッチ「ワンピースメドレー」
　　 「プチ☆ジャンパーズ」
　　    南中山児童センター
　　    長命ヶ丘児童センター
　　    七北田児童センター
    ⑪ よさこい演舞「踊るYOSAKOI愛日本」
　　 「将監ハッピーズ！」
　　    将監児童館
　　 「あついぜ！元気なよさこいチーム」
　　    八乙女児童館
　　 「レクダンス よさこい組」
　　    鶴が丘児童センター

  【ちんどんやパフォーマンス】
　　 国分町三丁目社中

エンディング
  ・ よさこい演舞「NAGAMOTI」
　　 ゲスト：KAREN（カレン）
  ・ よさこい演舞「華結 はなゆい」
　　 ゲスト：Posso ballare?MG!!!
　　　        (ぽっそばらぁれ宮城学院
　　　        女子大学）
  ・ ワークショップ
　　 ゲストによるワンポイントレッスン
  ・ 全員参加によるフィナーレ
　　 「総踊り」  ♪乱舞

閉会


