
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラレールでＧｏ！！！ 
遊戯室いっぱいにプラレールを広げて楽しくあそびましょう！ 

日時：１月１４日（土）９：００～１２：００ 

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１５組程度 

申込：１月４日（水）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。 

＜マイプラレール（車両）持ち込みＯＫです＞ 

１２月は「お正月」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：①１２月 １日（木） 

②１２月 ９日（金） 

③１２月１４日（水） 

④１２月２２日（木） 

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。 

※①～④は同じ内容です。どれか一つにお申し込みください。 

予告１月のテーマは「節分」です。 
日時：①１月１７日（火） 

②１月２５日（水） 

③１月３０日（月） 

申込：１２月１５日（木）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。 

※①～③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～ 
１２月 ２日（金）「おたのしみ会準備」 

１２月１６日（金）「おたのしみ会」 
時間：１０：３０～１１：３０ 

対象：２、３歳児とその保護者 定員１２組 登録制 

持ち物：親子とも上靴、飲み物 

申込：定員に達したため、今年度の受付は終了しました。 
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各日とも１１：００～１１：３０ 

人形劇「出たがりやの主役たち」 
公演：人形劇サークル 明泉ぱれっと 

日時：１２月１５日（木）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１５組程度 

申込：１２月１日（木）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。 

♫ 

♬ ♪ 

加茂市民センター・虹の丘児童センター連携事業 

クリスマス親子リトミック 
クリスマスをテーマにピアノや音楽に合わせて 

体を動かして、音楽遊びを楽しみましょう！ 

講師：土山眞理子先生・加藤知美先生 

日時：１２月８日（木）１０：３０～１１：３０ 

場所：虹の丘児童センター 遊戯室 

対象：幼児（２歳児以上の未就園児）とその保護者 先着１０組 

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。 

※定員になり次第しめきります。 

費用：無料 

持ち物：親子ともにマスクと上靴、汗拭きタオル、飲み物 
※動きやすい服装でお越しください。 

※小さいお子さんもご一緒の場合は、抱っこ紐をご持参ください。 

♪ 

♩ ♫ 

ツバメゴマで長まわし対決をします！今年の優勝は誰の手に？ 

共催：虹の丘子育て支援クラブ 

日時：１２月１７日（土）１３：３０～１４：３０ 
場所：虹の丘児童センター 遊戯室 

対象：小学１～６年生 先着１５名 

申込：１２月３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。 

 
なないろぱーく 

各日とも１１：００～１１：３０ 

虹サタ 

３年ぶりに新春コンサートを開催します！ 

今回はお琴の演奏と子どもたちのダンス発表です 

主催：虹の丘子育て支援クラブ ／ 公演：山田流箏曲 髙橋岡義里氏 細貝信子氏 

日 時：１月２１日（土）１３：３０～１５：００（開場 １３：００） 

場 所：虹の丘コミュニティ・センター 多目的ホール 

対 象：乳幼児・小学生とその保護者 先着５０名 

申込期間：１２月１２日（月）１０：００～１２月２４日（土）１７：００ 
⇒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。 

※新型コロナの感染状況によっては、中止になる場合があります。 

シニアさんとあそぼう 
昔あそび 

シニアクラブのみなさんとこまやけん玉、めんこ、お手玉、だるま落としなどで一緒に遊びます 

協力：虹の丘シニアクラブ 

日時：１月１０日（火）１４：００～１５：００ 
場所：虹の丘児童センター 遊戯室・図書室・集会室 

対象：小学１～６年生 先着３０名 

申込：１２月１７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。 

リボンたっぷりの冬のリースをつくります 

日時：１２月１９日（月）１０：３０～１１：１５ 

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１０組  

申込：１２月１日（木）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。 

土曜ぱーく 

なないろぱーくスペシャル 



 

 

日 月 火 水 木 金 土 

    １ 
大きくなったかな① 

なないろぱーく  なないろぱーくスペシャル「人形劇」  

申込開始 

２ 
幼児クラブ 

「おたのしみ会準備」 

避難訓練（消火訓練） 

３ 
虹サタ 

交通安全教室 

申込開始 

４ 

休館日 

５ ６ ７ ８ 
なないろぱーくスペシャル 

「クリスマス親子リトミック」 

９ 
大きくなったかな② 

１０ 
令和５年度児童クラブ登録申込終了 

１１ 

休館日 

１２ 
新春コンサート 申込開始 

１３ 

 

１４ 
大きくなったかな③ 

１５ 
なないろぱーくスペシャル 

「人形劇」 

大きくなったかな（１月） 

申込開始 

１６ 
幼児クラブ「おたのしみ会」 

１７ 
虹サタ 

「こまチャンピオン！！」 

シニアさんとあそぼう申込開始 

１８ 

休館日 

１９ 
なないろぱーく 

「冬のリースつくり」 

２０ ２１ ２２ 
大きくなったかな④ 

２３ ２４ 
新春コンサート 申込終了 

仙台市立の小学校冬休み開始 

（１月７日まで） 

２５ 

休館日 

２６ ２７ 
交通安全教室 

２８ ２９ 

年末休日 

休館日 

３０ 

年末休日 

休館日 

３１ 

年末休日 

休館日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

児童クラブ登録申込みについて 
児童クラブは、就労等により放課後等に保護者が家庭にいない

小学生の児童を対象に、児童館等において適切な生活や遊びの場

を提供し、児童の健全育成を図ることを目的とし、実施しており

ます。 

対 象 

仙台市内の小学１年生から６年生までの児童 

お申込み期間 

令和４年１１月２１日（月）から令和４年１２月１０日（土）まで 

午前９時から午後６時まで（土曜日は午前９時から午後５時まで）（日曜日、祝日は除く） 

お申込み受付場所 

ご利用希望の児童館・児童センター（※要予約） 

申込書配布開始日 

令和４年１１月１日（火）より 

申込書配布場所 

仙台市内の児童館・児童センター 

仙台市のホームページからもダウンロードいただけます 

ホームページご覧ください 
児童センターだより１２月号は１１月２４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」欄には行事の申込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によって、一部利用を制限しておりましたが、１０月１日（土）

より通常どおりに戻りました。但し、当面の間、館内での食事（昼食・おやつ）は禁止としま

す。なお、乳児のミルクや水分補給のための飲み物の持ち込みは可とします 

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 ・ 長期休業日等 

乳幼児親子 終日開設 

小学生・中学生・高校生 終日開設 

※詳しくは、当児童センターへお問い合わせください。 

※令和４年１２月２４日（土）から令和５年１月７日（土）の期間、仙台市の小学校は冬休み

になります。 

※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。その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。 

※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。 

この紙はリサイクルできます。 

80 

東北生活文化大学短期大学部のご協力のもと「チリメンモンスターを探せ！」の行事を開催し

ました。チリメンジャコの中に、タコやイカ、エビなどたくさんのモンスターが隠れていて、

参加した子どもたちは真剣にモンスターを探していました！  

児童クラブ登録申込期間 【令和４年１１月２１日（月）から令和４年１２月１０日（土）１７：００まで】 

児童クラブ登録申込期間 【令和４年１１月２１日（月）から令和４年１２月１０日（土）１７：００まで】 

のようす 

仙台市立の小学校冬休み期間 【令和４年１２月２４日（土）から令和５年１月７日（土）まで】 

遊戯室でバドミントンや卓球など 

自由に遊ぶことができます！！ 

曜日：平日（月～金曜日） 

時間：１７：００～１８：００ 

場所：虹の丘児童センター 遊戯室 

対象：中学生・高校生 

※スポーツ用具は持ち込み可能です 

中高生タイム 

仙台市立の小学校冬休み期間 

チリメンモンスターはどこに？？ 親子でチリメンモンスターを探せ チリメンモンスター探しに集中！ 


