
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科学あそび 
～ドライアイスであそぼう～ 

ドライアイスの不思議な世界へようこそ！ 
共催：虹の丘子育て支援クラブ 

講師：サイエンスインストラクター 紺野 勇 氏 

時間：８月２７日（土）１３：３０～１５：００ 
場所：虹の丘児童センター 遊戯室 

対象：小学１～６年生 先着３０名 

申込：８月６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お申し込みください。 

※定員になり次第しめきります。 

※参加する児童の保護者ボランティアを募集します。 

８月は「お月見」をテーマに手形・足形アート

作品をつくります。ぜひ遊びに来てください。 

日時：①８月２５日（木）１１：００～１１：３０ 

②８月２９日（月）１１：００～１１：３０ 

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 各回先着８組 

申込：受付中 空きがある場合は当日でもご参加いただけます。 

⇒虹の丘児童センターへ直接または電話でお申し込みください。 
※定員になり次第しめきります。 

※①と②は同じ内容です。どちらか一方にお申し込みください。 

予告９月のテーマは「ハロウィン」です。 
日時：①９月 ６日（火） 

②９月１４日（水） 

③９月２２日（木） 

④９月２８日（水） 

申込：８月１５日（月）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お申し込みください。 

※①～④は同じ内容です。どれか一つにお申し込みください。 

※定員になり次第しめきります。 
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裏面もご覧ください。 

大きくなったかな 

幼児クラブ 
～なないろ にゃんちゃん～ 
８月２６日（金）「水あそびをしよう」 

館庭にプールを出して水あそびをします 
（雨天時は遊戯室で運動あそびや制作をします） 

時間：１０：３０～１１：３０ 

場所：虹の丘児童センター 遊戯室 

対象：２、３歳児とその保護者 定員１２組 登録制 
※あと４組登録できます。 

持 ち 物：親子とも上靴、飲み物、タオル、着替え、水着（必要な方） 

申込：受付中 
⇒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。 

毎年恒例のけん玉チャンピオン！！「もしかめ」の回数を競います。 

今年の栄冠は誰の手に！？ 

共催：虹の丘子育て支援クラブ 

日 時：９月３日（土）１０：４５～１１：４５ 

場 所：虹の丘児童センター 遊戯室 

対 象：小学１～６年生 先着３０名 

競技内容：もしかめを３０秒間に何回できるか競います。 

申 込：８月１３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お申し込みください。 
※定員になり次第しめきります。 

虹サタ 

ワッセ森のひろば保育園地域子育て支援センターの

保育士さんが、楽しい遊びの出前に来てくれます。 

楽しい遊びがたくさんあります。みなさまのご参加を

お待ちしております。 

日時：８月３０日（火）１０：３０～１１：３０ 

場所：虹の丘児童センター 遊戯室 

対象：乳幼児とその保護者 先着１２組  

申込：8月１日（月）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。 

※定員になり次第しめきります。 

 

暑さに負けず！元気に遊びましょう。汚れても良い

服装でご参加ください。雨天時は館内で遊びます。 

日時：８月３１日（水）１０：３０～１１：３０ 

場所：虹の丘児童センター 館庭 

対象：乳幼児とその保護者 先着１２組  

申込：8月１日（月）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。 

※定員になり次第しめきります。 

持ち物：着替え、汗拭きタオル、飲み物 

ル 

 
遊びのコーナーや工作コーナーで遊びます。みんなあつまれ！ 

共催：虹の丘子育て支援クラブ 

日時：９月１７日（土） 

午前の部 １０：００～１１：３０ 

午後の部 １４：００～１５：３０ 

場所：虹の丘児童センター 

対象：地域の方どなたでも 各部先着５０名 

申込：８月１５日（月）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。 

※午前の部と午後の部は同じ内容です。 

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。 

№73 

 

なないろぱーく「水あそび」 

各日とも１１：００～１１：３０ 



★泉区の児童館・児童センターが芝生広場にとびだします！ 

ぜひ遊びに来てくださいね。 

泉区民ふるさとまつり 

「みんなで遊ぼう児童館２０２２」 
（公財）仙台ひと・まち交流財団 泉区児童館・児童センター合同交流事業 

日時：８月２０日（土）開始１３：００ 受付終了１５：００ 

＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当日の受付にて連絡先等の

記入をお願いいたします。 

＊天候により、終了時刻が変更になる場合があります。 

＊荒天時は中止になります。 

場所：七北田公園 “芝生広場” 

内容：「パックンシュートをつくって遊ぼう」 

「遊びの体験コーナー（モルック）」 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

 １ 
なないろぱーく 

保育士さんとあそぼう 

申込開始 

２ ３ ４ ５ ６ 
虹サタ「科学あそび」 

申込開始 

７ 

休館日 

８ ９ １０ １１ 

山の日 

休館日 

１２ １３ 
虹サタ「けん玉チャンピオン！！」  

申込開始 

１４ 

休館日 

１５ 
虹サタスペシャル 

大きくなったかな 

申込開始 

１６ １７ １８ 
避難訓練（地震） 

１９ ２０ 
泉区民ふるさとまつり 

～みんなで遊ぼう児童館２０２２～ 

２１ 

休館日 

２２ 
 

２３ ２４ ２５ 
大きくなったかな① 

２６ 
幼児クラブ 

「水あそびをしよう」 

２７ 
虹サタ 

「科学あそび 

～ドライアイスであそぼう～」 

２８ 

休館日 

２９ 
大きくなったかな② 

３０ 
保育士さんとあそぼう 

３１ 
なないろぱーく「水あそび」 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホームページご覧ください 
児童センターだより８月号は７月１９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 ⇒ 虹の丘児童センター 検索 

QRコード読み取り 

☆「お知らせ」欄には行事のお申し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。 

のカレンダー 

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

自由来館の利用について 
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、自由来館の利用を制限しておりま

したが、乳幼児親子さんは７月１日（金）より、平日が下表のように変更となりました。 

なお、乳幼児親子さんの平日１２：００～１４：００の時間帯は、消毒作業を行うため自由来

館を一時休止いたします。 

虹の丘児童センターには、乳幼児親子専用の子育て支援室があります。ぜひ遊びに

来てください！ 

 平日（月～金曜日） 土曜日 

乳幼児親子 

午  前 

○ 

９：００～１２：００ 
全  日 

○ １９：００～１７：００ 
午  後 

○ 

１４：００～１８：００ 

小学生 

中学生 

高校生 

午  前 

× 

－ 
午  前 

○ １９：００～１１：４５ 

午  後 

× 

－ 
午  後 

○ １３：３０～１６：００ 

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、利用できる時間が変更になる場

合があります。変更がある場合は館内掲示や当児童センターのホームページに掲載

してお知らせいたします。 

※７月２１日（木）～８月２４日（水）の期間、仙台市立の小学校は夏休みになります。朝８時

から児童クラブの小学生が児童センターを利用します。 

※最新の自由来館利用状況については、当児童センターホームページ等でお知らせい

たします。 

のようす 

この紙はリサイクルできます。 

あそび市場 

はなびらあそび 千日紅を植えよう 

虹の丘小学校夏休み 【令和４年７月２１日（木）から令和４年８月２４日（水）まで】 

虹の丘小学校夏休み 【令和４年７月２１日（木）から令和４年８月２４日（水）まで】 

虹の丘小学校夏休み 【令和４年７月２１日（木）から令和４年８月２４日（水）まで】 

虹の丘小学校夏休み 【令和４年７月２１日（木）から令和４年８月２４日（水）まで】 

ひと★まち 児童館子育てセミナー 
【申込方法】8 月 15 日（月）９時から児童館ウェブサイトの

申込入力フォームで受付開始 先着順 

【内  容】 9/10（土）「家庭でできるカード遊び」 

9/24（土）「家族で体験！あやとり＆お手玉」 

10/1 （土）「親子で運動遊び！」 

10/15（土）「子どもと言葉を育てる」 

10/22（土）「子どもの発達と子育て環境」 

※開催時間はいずれも 13:30～15:00 

※開催場所・講師・参加定員などの詳細は、ウェブサイ

トよりご確認ください。 

80 

“届けよう、服のチカラ” 

プロジェクト 

NG 

東北生活文化大学高等学校が、今年度も着なくなった

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。虹の丘児童センターにも１０月初旬まで回収 

ＢＯＸを設置します。ご協力をお待ちしています！ 

×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 

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 

あそび市場は加茂児童センターと地域の協力を得て、続いている乳幼児親子向け

の行事です。親子は遊びのコーナーや工作コーナーで遊んで楽しんでいました。  

植木鉢を飾ろう 


