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なないろぱーく

9 月の予定

スペシャル

３0（木）

加茂市民センター連携講座「みんなすくすく子育てひろば」

蓋を開ければお気に入りのアロマ香る

「癒しの香り BOX つくり」
～子育て中のママにつかの間の癒しの時間を～

みずほ台集会所にて、アロマ BOX をつくります。
時 間：１０：３０～１１：３０
場 所：みずほ台集会所(みずほ台 20-6)
対 象：乳幼児とその保護者 先着１0 組
参加費：材料費 500 円
講 師：JAA 日本アロマコーディネーター協会
認定インストラクター 上泉ミエ氏
持ち物：お持ち帰り用袋
(直径 11cm×高さ 4ｃｍの BOX が入る袋)
お手拭き・飲み物
申 込：9 月 6 日（月）１０：００より電話受付開始
※材料費は当日集金いたします。
定員になり次第しめきります。

14（火）

幼児クラブ
～なないろ

対 象：2、3 歳児親子 定員１２組 登録制
(誕生日を迎え２歳になった子から)
申 込：受付中（TEL 申込可）

9 月 17 日（金）「おはなし会」
時

児童センター事業の休止について
乳幼児親子・小中高生の自由来館や
行事など、児童クラブ以外の児童館
事業を休止しております。
期間：令和 3 年８月１3 日(金)～
９月 12 日(日)
※ご不便とご迷惑をおかけしております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

児童センターのお庭でしゃぼん玉あそびをします。
汚れてもよい服装でご参加ください。雨天時は遊戯室
で体を動かしてあそびます。
時 間：１０：３０～１１：３０
場 所：虹の丘児童センター 館庭 (雨天時は遊戯室)
対 象：乳幼児とその保護者 先着１0 組
申 込：9 月 1 日（水）１０：００より受付開始（℡可）
※定員になり次第しめきります。

16（木）

大きくなったかな

毎月恒例となった「大きくなったかな」
今月は「 あき 」をテーマに手形・足形アートを
つくります。ぜひ！遊びに来てください。
時 間：１０：３０～１１：３０
場 所：虹の丘児童センター 図書室・集会室
対 象：乳幼児とその保護者 先着１２組
申 込：9 月 1 日（水）１０：００より受付開始（℡可）
※定員になり次第しめきります。

間：１０：３０～１１：３０

たんぽぽさんのおはなし会です。
持ち物：親子ともに上靴

しゃぼん玉あそび

9/14・16 は「なのはなホーム」さんが
いらっしゃいます！

にゃんちゃん～

虹サタスペシャル
にじ

こきゅう

じゅう

かた

～虹の呼吸、十 の型～
共催：虹の丘子育て支援クラブ

日

場
対
申

時：10 月 9 日(土)
午前の部 １０：３０～１１：３０
午後の部
１：３０～ ３：００
所：虹の丘児童センター
象：地域の方どなたでも 各回先着 50 名
込：9 月 18 日(土) １０：００より受付開始
虹の丘児童センターへ直接または電話で
申し込みください。
午前または午後どちらか一方へ申し込み
ください。定員になり次第しめきります。

仙台市の感染状況等により変更になる場合が
あります。最新情報につきましてはホームページの
「お知らせ」をご覧ください。
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科学あそび～ドライアイスであそぼう～
アイスクリームの持ち帰りには欠かせない！
身近なようで、なかなか手ごわい？ドライア
イス。軍手をするなど安全に配慮しながら、
触ってみたり、叩いてみたり、爆発実験をし
たり、様々なあそびに挑戦しました。講師の
先生が飛ばしてくれたペットボトルロケット
には歓声が上がりました。不思議で楽しい時
間を過ごしました。

申込開始
（10:00 より）

25

30 なないろぱーく
スペシャル
「癒しの香り
BOX つくり」

9：00～13：00

7・8 月のようす

幼児クラブ
「おはなし会」

【一部お部屋の利用制限について】
9/2(木) 9：00～12：00 子育て支援クラブ定例会のため、
図書室・集会室の利用を制限させて
いただきます。
9/28(火) 9：00～12：00 館内定期清掃のため、一部のお部屋にて
お過ごしいただけます。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

児童クラブ

朝の準備体操
夏休み期間中、児童クラブの子どもたちは、
朝の会にラジオ体操を行います。今日も一日
ケガなく楽しく過ごせるよう、遊びのエンジ
ンをかけます。後ろそり～では思わず「あぁ
～」の声が。しっかり伸ばしているからこそ
ですね。

“届けよう、服のチカラ”
プロジェクト
東北生活文化大学高等学校が、着なくなった子ども服
を回収し、世界の難民に送る取り組みを始めました。
地域の皆さまのご協力により、虹の丘児童センターの
回収 BOX もたくさんのお洋服をお預かりしました。
当児童センターの回収 BOX は１０月初旬頃まで設置
しています。引き続きご協力をお待ちしております。
〇子ども服（～160 ㎝）
〇男女どちらでも
〇洗濯したもの
〇春夏秋冬問いません

OK

×SML 表記のもの（子供服でも不可）
×下着・肌着・靴下（衛生面から）
×小物（ランドセル・帽子・手袋など）
×新品

NG

ホームページをご覧ください
児童センターだより 9 月号は 8 月 20 日時点での情報です。
最新の情報は児童センターのホームページでご確認ください。
検索サイト ⇒

https://www.hm-sendai.jp/jidoukan/

虹の丘児童センター 検索

QR コード読み取り
☆「お知らせ」欄には行事の申込み状況や施設概要
などが掲載されています。ぜひご覧ください。

この紙はリサイクルできます。

