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今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け交流会は中止となりましたが、交流会に代わり、のび

すく宮城野と共催で、支援者向けの情報誌を作成しました。 

 

区内の子育て支援関係者が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、地域の子供たちの健全な発育・

発達を支えるために行っている活動を共有しネットワークが充実することで、各機関の支援力が向上し、母が子

育てしやすい地域づくりにつなげることができることを目的としております。 

 

交流が困難な現状であっても、顔の見える関係づくりを推進し、地域での子育て支援におけるネットワーク形

成を促進していければと考えております。情報誌が皆様の活動の一助になれば幸いです。ご協力いただきました

関係機関の皆様、ありがとうございました。 

 

               

               のびすく宮城野 

                            仙台市宮城野区保健福祉センター家庭健康課 
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1.子育てサロン・サークル・ヘルパーステーション 
①このゆびと～まれ 

②子育てサロン鶴ケ谷 

子育てサロン鶴ケ谷 

◎未就園のお子さんと保護者の方のためのサロンです。 

◎子育て支援センターの保育士さんにふれあい遊びを教

わったり、簡単な工作をして遊びます。 

◎予約は必要ありません。無料です。 

令和２年３月から６月までサロンはお休みし、７月から再開しま

した。月１回のペースで活動しています。 

受付の時に検温と手指消毒を実施、スタッフと保護者の方はマ

スク着用です。 

会   場 鶴ケ谷東コミュニティセンター 和室 

            鶴ケ谷 7丁目バス停すぐ近く 

運営団体 鶴ケ谷東地区民生委員児童委員協議会 

会      長 三品恵一 ℡．022-251-2561 

主任児童委員 宍戸淳子 ℡．090-6620-1221 
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③幸町子育てサロン 

 

 

④ SENDAI NPO 子育て応援隊ピンポンパン 

運営団体：幸町地区民生委員児童委員 

活動場所：仙台市宮城野区幸町 3 丁目１３－１３幸町市民センター 

連 絡 先：022-291-8651（幸町児童館） 

 

👉活動自慢 

地域の子育て孫育てのベテランに、子どもと遊んでもらいながら、お母さん同士の交流ができま

す。 

悩みごと相談や気軽なトークで気持ちをリフレッシュできますし、原則として参加費無料です。 

（有料行事と共催の場合あり） 

 

♥コロナ禍で、「幸町児童館」や「子育て支援クラブ カラフル」との共催行事が増えました。 

※例 12 月：X’mas ジェルキャンドルづくり、1 月：折り紙＆餅花飾り 

 

♥コロナ拡大を防止する為、予め参加申込を頂いて参加人数を制限しています。 

 

 

 

SENDAI NPO 子育て応援隊ピンポンパン☆ みやぎ生協新田東店あそびば 
 

遊び場に来てくださる親子の皆様の安心、安全のためにピンポンパン☆のスタッフは、次のことを実行します。 

 

◎健康管理の徹底 

（検温、マスクの着用、場合によってはフェイスシールドの着用、定期的な手洗いと消毒） 

◎親子が座る、触るであろう場所の消毒（公演の前後） 

◎適切な距離を保ちます。（お子様との触れ合い、タッチ等はしばらくの間出来ません。） 

 

 

遊び場に来ていただく親子の皆様にも次のことにご協力をお願いします。 

 

① 親子ともに家での検温。 

② 出入りの際は手の消毒、マスクの着用。(２歳以下はなしでも可) 

③ ソーシャルディスタンスを保つため参加する親子の人数の制限をします。（先着８組の親子） 

開始１５分前に表示する整理券とクラスター対策ご協力用紙を取り（あそびば）にお入りください。 

午前 〈１０：３０～１０：５０〉整理券番号 １～８までの親子。 

午後 〈１５：３０～１５：５０〉整理券番号 １～８までの親子。 

④ 万が一、新型コロナウイルスの感染者が出た場合のクラスター追跡に役立つよう、 

親子の氏名、住所、電話番号の記入（ペンを持参して下さい。）をお願いいたします。 

なお２回目以降のご参加の際は、日時、午前午後、親子の氏名のみの記入だけでかまいません。 

記入漏れがないようお確かめいただき、回収箱に入れてください。 

 

皆様の笑顔が、ふたたび店内いっぱいに見られることを楽しみにいております。 

※なお私たちの活動以外はイートインコーナーならびに（あそびば）は今まで通り封鎖いたします。  

                                     ２０２１年１月現在 

SENDAI NPO 子育て応援隊ピンポンパン☆ 

０７０(５６２１)０９７２ 

オリジナルキャラクター スリースターズ 

inpon
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⑤原町子育てサロン 

⑥おひさま Baby 

原町地区民生委員児

童委員協議会：主催 

＊開場前２階多目的室の除菌作業を行っています。 

＊サロン当日は、東岡幼稚園のご厚意で園庭を利用すること

が出来ます。安全第一に遊びましょう。 

＊お車でのご来園はご遠慮ください。 

東岡幼稚園は、原町本通り沿い原町郵便局の近く『陽雲寺』の敷地内にあり

ます🌸 問合せ：090-4635-3163 高畑 ショートメールでご連絡ください。 

 

原町子育てサロン 
宮城野区原町 2-1-66 東岡幼稚園 2 階 多目的室 

日 時 ： 毎月第３火曜日 午前１０時～１１時３０分（３・４・８月はお休み） 

 対 象 ： ０歳児～入園前のお子さんと保護者 

 参加費 ： 無料  尚、水分補給の飲料を各自ご持参ください。 

支援センターの先生と、親子体操や手遊び、工作等をして楽しく過ごします。 

現在コロナ禍に因り、定員は ６組の親子さんです。ご自宅で検温をされ 

体調の良い事を確認してからご来園ください。 

大人の方は、マスクを必ずして来てね。ご協力お願いします。 
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⑦つつじがおか子育てサロン 

 

⑧育児サークル くれよん広場 

 

１，つつじがおか子育てサロン 

榴岡地区民生委員児童委員協議会・榴岡児童館共催 

連絡先：０９０－１３７５－５０１９（主任児童委員：榧
かや

野
の

） 

     ０９０－２９５４－５５９７（主任児童委員：吉田） 

        ０２２－２９９－０６０４ （榴岡児童館：宮城野区榴ケ岡 103－2） 

 

２，主任児童委員の私たちと、児童館を中心とした子育て支援者ネットワーク“縁が輪ねっと”や 

地域のみなさんのあたたかく力強いサポートが自慢です！ 

 

３，子育てサロン（10月から再開！） 

    10組ほどの親子限定、児童館のサテライトで行っています。 

  10月―保健師さんによる感染症対策講話と子育て相談 

  11月―乳幼児救急救命講習（日赤奉仕団共催） 

  12月―児童館スタッフによるクリスマスミニコンサート♫ 

 

４，６～９月までは児童館にて主任児童委員が個別にお声がけさせていただきました。 

  児童館と協力して感染症対策を徹底して行い、安心して参加できるように心がけています。 
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⑨育児サークル あんよ 

 
⑩育児サークル ちびっこクラブ 

１，「育児サークル あんよ」 

活動場所：宮城野コミュニティセンター（萩野町２－１３－１０） 

問い合わせ先：anyo.sendai@gmail.com 

 

２，０～３歳の未就園児の遊び場として， 

又お母さん同士の情報交換や気分転換など，交流ができる。 

 

３，毎月第１・第３金曜日を中心に， 

  子育て支援センターの先生や外部講師をお呼びして，手遊びや季節にあった工作など 

 

４，密にならないように，広い部屋を使用したり，時間を分けて２部制にしている。 

必ず換気，消毒をして，おやつも持ち帰って食べるようにしている。 

 

mailto:anyo.sendai@gmail.com
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⑪育児サークル 2525 萩 

 

⑫宮城野ヘルパーステーション 

 

① ２５２５萩 （にこにこはぎ）  

  miyagino.2525hagi@gmail.com 

 

② 「２５２５萩」は 2020年に発足した宮城野区の多胎育児サークルです。 

近くに住む多胎児＆ママたちの交流を通して、多胎育児ならではの悩みや喜びを共有し、 

リフレッシュできる時間を作っています。 

多胎児を連れての外出が不安…という方も、ここは“おたがいさま♡”なので大丈夫です♪ 

 

③ 毎月１回の活動 

  （宮城野区中央市民センター、福室希望園さんなどを会場に、座談会をしたり保育士さんと一

緒に遊んだりしています。） 

④ コロナ禍の中で発足したばかりのサークルなので、運営の仕方などまだまだ模索中です。 

  多胎児を連れてのサークル活動はとにかく人手が必要なので、のびすく宮城野さん、地区の

民生委員さん、保育施設の先生方に相談したり、協力をお願いしたりしながら活動を進めて

います。 

mailto:miyagino.2525hagi@gmail.com
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2.保育園 
①岩切たんぽぽ保育園 

②扇町まるさんかくしかく保育園 

          社会福祉法人  岩切たんぽぽ保育園      宮城厚生福祉会 

                        〒 ９ ８ ３ － ０ ８ ２ １  仙 台 市 宮 城 野 区 岩 切 三 所 南 ８ ８ － １                                       

TEL ０２２－７９４－８５６０ 

   保育理念 

    「私たちは子どもを主人公とする保育を追求します。 

     子どもたちの要求を大切に、どの子も安心して仲間のなかで輝けるように一人ひとりの成長を 

     温かくささえはげまします。」   

   わが施設の自慢（子どもを真ん中に） 

    保護者と共に、職員一同健やかな子どもの発達を願い保育しております。 

    保育士、栄養士、看護師、用務員などすべての職員が仲良く風通しのよい集団が自慢です。 

   コロナ禍での工夫 

   令和 2年度は感染予防対策として、換気、手洗い、検温、保護者・職員のマスク着用を励行しています。 

   遠足が出来なかった分、段ボール紙でバスを作り、園内を回ったバスごっこ、給食室と連携しお弁当を 

   提供したことで楽しむことができました。プールが出来なかったことも 2階からの放水、タライを人数分 

準備、色水あそびと工夫してきました。行事を中止にするのでなく、ねらいの見直しと工夫をしてきました。 

これからも感染予防対策しながら子どもたちには、楽しい体験をたくさんしてもらいたいです。 

 

社会福祉法人勇樹会 

扇町まるさんかくしかく保育園 
〒983-0034 

仙台市宮城野区扇町 4 丁目５－３９ 

TEL ０２２－７８２－００３４ 

仙台東部工業団地が四方に見渡せる大空の下、平

屋建ての赤・青・黄・緑に縁取られた大きな窓が

印象的な園舎。広々とした園庭、屋上には畑があ

り、子ども達が身近に土や草花等に触れ、見て感

じることができ、安全でのびのびと遊べる空間を

十分に取り入れた保育スペースとなっています。 

コロナ禍でいつもとは違う形ですが

園内で出来る行事を楽しんで行って

います！手洗い・うがいの習慣がし

っかりついて、感染症や風邪等、熱

を出すことも少なくなりました！ 
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③さゆりこども園 

④新田すいせんこども園 

  

2020 年 4 月に保

育園から認定こども

園に移行しました。

園舎も新しく建て替

えました。 

自然環境に恵まれ

た、のびのびと遊べ

るこども園です。 

 

幼保連携型認定こども園  さゆりこども園 

〒983-0837 仙台市宮城野区枡江 1-2  

TEL＆FAX 022-293-2653 

ホームページ：http://www.sayuri-h.com/ 

 

○園庭開放をしています 

広い園庭で走ったり、汽車ポッポの遊具、すなば、 

ブランコなど楽しく遊びましょう。 

利用の際は、職員室にお声をかけて下さい。 

○夏祭り、運動会は地域の方も一緒に楽しみます 

園庭開放利用の際、ご連絡先をお知らせください。 

行事やイベントの際にご案内を差し上げます。 

１．施設名 ：新田すいせんこども園 

運営団体：社会福祉法人 幸生会 

住所  ：仙台市宮城野区新田 4 丁目 13－5 

電話番号：022－232－5181 

２．特別保育事業 

一時預かり事業 

  子育て相談 

  園庭開放 

  放課後児童クラブ等を行っています 

 

３．地域子育て支援事業 

赤ちゃんと遊ぼう会 

（地域の乳児の保護者対象 

※不定期開催、予約制） 

４．子どもの手洗い、うがいの指導 

  三密を避けての行事の実施など 

  コロナ禍でもできることを模索しながら 

  教育、保育を行っています。 

 

幼保連携型認定こども園 新田すいせんこども園 

５．園の特色活動 

☆食育活動：自園の畑で野菜を栽培、収穫

し、皆でクッキング！ 

☆運動遊び：0 歳児から体幹を意識した遊

びを取り入れ、たくさん身体を動かして

遊んでいます。 

  ☆言葉：自分の気持ちを伝え話を聞くこと、

話し合い活動などを通し、大切にしてい

ます。 
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⑤仙台岩切あおぞら保育園 

⑥仙台市高砂保育所 

 施設名  仙台市高砂保育所  
子育て支援室 

  運営団体 仙台市 
  住所   〒983-0014  

仙台市宮城野区高砂 
1 丁目 24－13 

  電話番号 090-9035－1920 
（支援室専用電話） 

＜施設の強みや自慢できること＞ 
・保育所の園舎から離れ，園庭の一画に位置しており， 

室内から，すぐに外に出て遊ぶことができます。 
・8 畳 2 間の空間ですが，利用して下さる皆さん 

からは，ちょうど良い広さだと好評です。 
・保育士が常駐しており，アットホームな雰囲気の中

で，子育てについての情報交換ができます。 
・子ども達と一緒に遊ぶ中で，お母さん同士の交流がで

きます。 

＜コロナ禍での行事＞（支援室は，6 月から再開） 
・５，６月に予定していたベビーマッサージやキッ

ズサッカーを，９月～12 月に変更しての実施とな
りました。他にも，支援室内で行う予定の行事は
広い保育所ホールへ変更したり，人数制限するな
どして行っています。 

・また，例年は，保育所と合同で行ってきた，豆ま
きやひな祭り等，季節の行事については，制作
WEEK を設けて，希望者が来室した時に制作でき
るようにしています。 

・託児付き講座は，ボランティアさんへの依頼がで
きないので，講座の部屋にキッズスペースを作っ
て実施しています。 

＜コロナ禍で変化したことや工夫していること＞ 
・密にならない工夫としては，在所の子たちとの密な 

ふれあいをさけるため，支援室専用の小さな砂場 
を作りました。 
園庭利用の場合は，予約は必要ありません。 

 園庭開放の利用時間： 
AM： 9:00 ～ 12:15 
PM：14:30 ～ 15:30 

・支援室の利用時間は，下記のように利用時間帯を変更 
しました。人数は 1 回につき 5 組まで利用できます。 

AM： 9:00 ～ 10:30 10:45 ～ 12:15  
PM：13:30 ～ 15:00 

◎ 受付時の検温・消毒の他，入室後の手洗いについては， 
徹底されています。 

  現在も，利用の仕方については，模索の最中ですが， 
利用者の皆様に，ご理解，ご協力をいただいて 
おります。 
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⑦立華認定こども園 地域子育て支援センター 

 
⑧ちゃいるどらんど岩切こども園 

（ 

 

立華認定こども園 地域子育て支援センター 

〒983-0013 仙台市宮城野区中野字大貝沼 20-17 

TEL：080-8204-3663（支援センター専用） 

Mail：t-shien＠tachibana-child.jp 

★平成 27年 4月立華幼稚園から立華認定こども園へ移行し、平成 28年 4月に仙台市の委託を受けて地域

子育て支援センターを開設いたしました。“お母さん・お子さん・センター職員”の 3 つの笑顔😄を大切にしな

がら運営しています。毎月たんぽぽ通信を作成し、区役所・保健センター・支援室・児童館・郵便局・スーパー

等に掲示・配布をお願いしております。HPでもご覧いただけますので、1度開いていただけるとうれしいです。 

★ ～ ペンちゃんルームに遊びにおいで～😊 感染予防対策をしながら、開館してます～  

あそびの広場 支援室開放（９：３０～１１：３０ ・ １３：００～１５：００） 園庭開放（９：３０～１５：３０） 

  ※コロナ禍のため、年齢別の利用可能日を設定しています。詳しくは、たんぽぽ通信     をご覧ください。 

★ ～ イベントいろいろやってますよ！～   ＜申込制の育児講座も開催しています＞ 

  ぺたぺた広場・・・クレヨンやのりなどを使っての製作活動をします。（月 2日間あり、都合の良い日申込制） 

  ぐんぐん測定日・・・年齢別の測定日を設けてます。終了後は、絵本の読み聞かせタイムがあります。 

  よちよち広場・・・1歳児向けの広場です。幼稚園ホールで体をたくさん動かしてみませんか？ 

ぴよぴよ Time・・・月 3回（木曜日）0歳児親子さんの優先の時間です。 
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⑨中野栄あしぐろ保育所 

 
⑩萩野町保育所 

１、社会福祉法人 円周福祉会 中野栄あしぐろ保育所 

仙台市宮城野区出花 1丁目２７９番地    022－254－2555 

 

２、保育士も子ども達も元気いっぱいです。裸足保育をしているので、保育所の名前にもあるように、 

毎日足を真っ黒にして遊んでいます。 

 

３、園庭開放を行っております。事前に電話連絡お願いします。 

 

４、・以前から保育所で行っているキラキラ星の歌に合わせた「手洗いの歌」。今年は例年以上にその 

  手洗いの歌を日常の保育に取り入れ、子ども達も職員も、指の間や手の甲もしっかり洗う事が 

  出来ています！楽しみながら手洗いをしています。 

 ・職員もマスクを着用しながらも、子ども達に表情や感情がしっかりと伝わるように、今まで以上に 

  表情豊かに、しぐさや声のトーンなども意識して関わるようにしています。 

 

保育所の 

トレードマーク 
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⑪パプリカ保育園 

 

⑫原町すいせんこども園 

株式会社 秋桜 

パプリカ保育園 
〠９８３－００３６ 

仙台市宮城野区苦竹２丁目３－７５ 

（０２２）７８２－８７５１ 

パプリカ保育園では、 

平日の午前 9 時～11 時まで園庭開放をしています！

親子で遊びに来てください♪ 

子どもの目線で一緒に遊べる職員が多く活気のある保

育園です！ 

地域のお友だちを招待しての行事はありませんが、園内

では様々な季節の行事を楽しんでいます。 

見学を希望される方は、お電話ください。 

コロナ禍で変化したこと・ 

        工夫してること！ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

↑園庭図 

 

 
１年を通して植栽活動

を楽しみました♪ 

今年は田植えから収穫・脱穀・精

米と、白米になるまでの食育活動

にチャレンジしました！みんな

でおにぎりを作って食べたよ🍙 

コロナ禍でも、最大限子どもたちが楽しみ、チャレンジできるよう工夫をしながら保育をしています！ 

 

１．施設名 

  社会福祉法人 幸生会 原町すいせんこども園 

  仙台市宮城野区清水沼３丁目６－１１ 

  ０２２－２３２－５８３３ 

 

２．・広～い園庭には築山もあり、元気いっぱい登って遊んでいます♪ 

 ・季節の遊びやわらべうた遊び、触れ合い遊びなど積極的に取り入れてます♬ 

 ・職員も元気いっぱいです！ 

                   ３．おはなし会：毎月１～２回（予約制） 

                     園庭開放：毎週月～金１３時～１４時半 

                         （遊びたい時に電話で予約） 

 

                   ４．・毎日職員や保護者・園児の検温を行い、体調管理を 

しています。 

・遊んだ後の玩具・遊具の消毒をしています。 

・クラス内の集団遊びも２グループなどに分かれ、小

集団で遊んでいます。遊べる時間は短くなりました

がじっくりと遊びこめることで、子ども達も楽しん

でいます♬ 
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⑬仙台市東仙台保育所 

 

⑭福田町あしぐろ保育所 

 

    仙台市宮城野区東仙台 3 丁目 6-45 

            ☎295-6635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育所からはいつも新幹線や電車が通る

のを見ることができます。子どもたちの

中には新幹線に詳しい博士も登場してい

ます。 

保育所の園庭の前に、大きなドングリの木があ

る公園があります。保育所の園庭から 

直接行けるので、木の実拾いや木登り 

をしに行っています。 

定員が 75 名とこぢんまりとした保育所です

が、子どもたちの自主性を大切にする保育を

目標に掲げ、子どもたちはとても大らかで伸

び伸びしています。また、クラスの枠を越え 

保育所全体のお子さんが名前を知り 

合っていることも多く、兄弟姉妹の 

ようにお互いを思いやる保育も、コ 

ロナ禍だからこそより大切にしてい 

ます。 

コロナ禍でも子どもたちの遊びや発達

は保障できるよう、行事の行い方など 

様々に工夫してきました。食育 

のクッキングなども工夫して例 

年のように行っています。 

保護者の皆様には多大なるご協力を頂 

き、感謝しています。 

〒983-0023 仙台市宮城野区福田町 1 丁目 15-2 

TEL/022（781）8011 

<コロナ禍での行事> 

 園開放を利用するお子さんには、園児と

接触しない場所をご案内しています。 

<保育所の特徴> 

・保育所全体で一人ひとりの子どもの成長を見守ります。 

・常勤の看護師がいて、子ども達の健康管理をしています。 

・保育所が仙石線沿いにあり、窓から電車見えます。 

子ども達は電車が通ると大喜びです！ 

<コロナ禍で変化したことや工夫していること > 

・職員も毎日検温をし、体調管理に努めています。 

・施設内、玩具の清潔を保てるようにしています。 

・食事の際のテーブル 1 台当たりに座る人数を減らして 

食事をしています。 

社会福祉法人円周福祉会 福田町あしぐろ保育所 
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⑮仙台市福田町保育所 

 

⑯福室希望園 子育て支援センター 

仙台市福田町保育所（仙台市） 

 〒９８０－０３１１ 

 仙台市宮城野区福田町1丁目12－2４ 

 ☎２５８－０３１１ 

 

＊JR 仙石線福田町駅からすぐの立地です。 

＊『元気いっぱい、笑顔いっぱい 

 福田町保育所』をスローガンに掲げ、

「子ども」「保護者」「職員」それぞれに 

とって心地の良い安心できる保育所を目指し

ています！ 
10 月から再開したイベントでは、ソ

ーシャルディスタンスを十分に取

り、少人数での開催をしています。換

気や消毒等の感染対策をし、その中

で地域の方が楽しめる場を工夫しな

がら提供しているところです。 

☆開催したイベント☆ 

10 月 親子ビクス 

1２月 わらべうたあそび 

★これからのイベント★ 

2 月 豆まき会 

3 月 ひなまつり会 

１ 

２

３ 

４ 

福室
ふくむろ

希望
き ぼ う

園
えん

 子育て支援センター 

〒983-0005 仙台市宮城野区福室 6 丁目１９－１４ 

TEL（022）786-5650 

 

 

 親子で手遊びや制作をして遊ぶフレンズデーや託児付きの手芸教室などを行っています。

感染症対策として、各催し定員を決めて開催しておりますので、お電話でお申し込みくださ

いね。その月の催しの予定が載っている機関紙をご希望の方に無料でご自宅に郵送していま

すので、ぜひご連絡ください！詳しくは福室希望園のホームページまで♪ 

 

 

 

https://kibouen.jp/fukumuro/ 



~ 18 ~ 

 

⑰保育所 新田こばと園 

 

⑱ますえの森どうわこども園 

社会福祉法人仙台市民生児童委員会 

🕊 保育所新田こばと園 🕊 

〒983-0039 仙台市宮城野区新田東 2 丁目 5 番地の 5 

◎主な行事◎ 

・赤ちゃんサロン(０歳～１歳歩きはじめ頃)…月１回、要予約 

・サロン    (１歳頃あんよ～)    …月１回、要予約 

・育児講座(食育講座、バランスボールエクササイズ等)…月１～２回、要予約 

★入室時は検温、手指消毒、紙面上での健康チェックを行っています。 

完全予約制にすることで密を避け、少人数で安心して参加頂いています。 

 

★サロンを２つに分けて行っていることで、月齢の近いお子さんをお持ちのお母さん

同士の交流が盛んです！！ 

１． 

  施設名 ：ますえの森どうわこども園 

  運営団体：童和保育サービス株式会社 

  住 所 ：仙台市宮城野区枡江 8-10 

  電話番号：022-295-0750 

２． 

 ・森 ：園に隣接している“トトロの森”や、園の側にある畑で、子どもたちが五感をフルに発揮して

お友だちと一緒に思いきり遊んでいます。 

 ・絵本：園にはうさぎ文庫という素敵な絵本のお部屋があります。週１回の貸出日には、約 4000冊の

蔵書の中から好きな絵本を借りることができます。 

 ・食 ：園の畑で育った野菜を自分たちで収穫します。また、月１回の絵本メニューや“はらぺこレス

トラン”など、ワクワクドキドキの楽しいひと時です。 

３． 

 ・隔月１回：森であそぼう（予約制） 

  ”トトロの森“で、野遊びコンシェルジュの先生と一緒に散策活動を行っております。 

４． 

 ・１日に２回、子どもたちの検温を実施しています。 

 ・子どもたちは手洗いの習慣が増え、それに伴い、手洗いも上手になり、お友達同士で教え合っている

様子も見られるようになりました。 
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⑲ろりぽっぷ出花園 

⑳榴岡はるかぜ保育園 

開開園 

      

社会福祉法人はるかぜ福祉会 

榴岡はるかぜ保育園 

〒983-0852 

仙台市宮城野区榴岡 5-7-1 

℡022-794-8320 

開園 5 年が経とうとしています。 

園舎も新しくきれいです。先生たちも若い先生

が多く、みんな元気いっぱいです。 

榴ヶ岡駅から徒歩 3 分の街中ですが、公園や緑

が多く、戸外散歩等たくさん行っています。 

園の🚌があり、園外保育等に使っています。 

子どもたちの身体づくりに力を入れています。 

地域活動は実施していませんが 

火曜・金曜に園見学を実施しています。 

気軽にお電話をください。 

コロナ禍の中、衛生管理(手指消毒・玩具消毒 

園内消毒)等の徹底。園児、職員の検温の実施 

職員、保護者のマスク着用、各保育室にオゾン

発生器の設置をしています。 
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㉑ありすの国保育園 

 

㉒にこにこハウス 

今年度はコロナ禍での保育で行事の中止・ 

縮小などありましたが、消毒やこまめな 

手洗いを心掛けました。 

なかなか人と会うのが難しい世の中ですが 

子ども達の笑顔に元気をもらい、一緒に 

過ごせる毎日を幸せに感じています♪ 

 

 

  社会福祉法人喬希会(たかきかい)        ☆ 定員 60 名と認可保育園としては少人数 

     ありすの国保育園               なので、アットホームな雰囲気の中、子ども 

     〒983-0821                 達がのびのび過ごしています。 

     仙台市宮城野区岩切字洞ノ口 103       ☆ 暖かい日は 2 階のテラスで給食を食べる 

     ☎022-255-0431 📠022-290-0531        こともあります。 

 

 

   

  ★ コロナ禍のため園庭開放はお休み中です。 

    令和 3 年度については只今検討中です！  

 

 

  令和 3 年度から幼保連携型認定こども園に 

  なります！！ 

 

 
 

小規模保育園ですが、認可保育所と同じく 3 歳以上児も入園出来ます。 

3 歳以上児は無償化対象です!！ 手ぶら登園出来ます♪(ＨＰご覧下さい！) 

園庭開放しています☆ 

 

令和２年度は、保護者参加行事は卒園式だけでした。夏まつり・うんどう会・ 

おゆうぎ会は、動画撮影し DVD 配布予定です。来年度は、コロナが収束して 

保護者の方と例年通り開催したいです～！ 

 

 

🏠 仙台市宮城野区 

岩切字洞ノ口 43－1 

📞 022-255-2810 
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㉓ニチイキッズ仙台さかえ保育園 

 

㉔保育園ワタキューキンダーハイム 

住所 ：仙台市宮城野区栄１丁目３－１５ 

電話 ：０２２－３８７－０２５０ 

運営 ：株式会社 ニチイ学館 

 

ニチイキッズ仙台さかえ保育園 

 

★自慢できること ★コロナ禍での行事 

★コロナ禍で工夫していること 

① 『おもいっき遊ぶ。おもいっきり学ぶ』

を保育理念に、一人ひとりとの関わり

を大切にした保育。 

② 三大アレルギー原因食材を使わない献

立で、みんな同じ給食を食べる「おも

いっきり給食」や、食育活動。 

③ 外国人講師による「英語レッスン」や、

専門講師による「体操教室」の実施。 

毎月１回：子育て支援ひろば（予約制） 

子どもたちが、歌を歌いながら手洗いを

することで、歌い終わるまでしっかりと

洗う習慣がついた。 

園の HP も 

ぜひご覧ください！ 

☆保育園ワタキューキンダーハイム☆ 

   

                              
 

 

 

 

    

運営団体：ワタキューセイモア株式会社 

 住  所：仙台市宮城野区榴岡３丁目７－３０ 降旗ビル２階 

 電話番号：０２２－２９８－０８３１ 

 

施設について 

ビルの２階にある保育園！園庭はありませ

んが、近隣の公園が何ヶ所かあり、晴れて

いる日は毎日公園へ出かけています♪ 

仙台駅へ電車を見に出掛けたり、アンパン

マンミュージアム周辺の散歩も楽しんでい

ます。 

その他 

ビル中にあり、園庭もないためなかなか交流の場を設け

ることが難しい環境にありますが、近隣の公園で見かけ

た時は気軽に声を掛けてくれたら嬉しいです♪ 

コロナ渦で思うような行事ができませんが、子ども達と

遊びを工夫して楽しみ、室内でも戸外でも遊び上手に 

なりました♪ 
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㉕ピースフル保育園 

 

㉖つつじがおか保育園 

ピースフル保育園 
（運営会社：仙台ナーサリー株式会社） 

〒983-0037 仙台市宮城野区平成 1-18-28-1F  TEL：022-353-5838 

 

【施設の強みや自慢できること】 

園の庭でお花や野菜を育てています。季節ごとのお花を楽しむのはもちろん、野菜が 

どんな風に育つのかを知る貴重な機会となっています。庭の横には「ピースフルロード」 

という小道があって、送迎に来る保護者の皆さんにもお花を楽しんでいただけるように 

なっています。 

 

【コロナ禍での行事】 

・運動会：元気フィールドの大きな体育館でソーシャルディスタンスをたっぷり取り 

ながら、さらに二部制にして集まる人数を少なくして行いました。 

・発表会：クラスごとの開催とし、園を会場として時間差で開催しました。入り口を 

分けたり、待合室を一家庭分ずつ区切るなど、密を避ける工夫をして行いました。 

 

【コロナ禍で変化したことや工夫していること】 

入口横の事務室小窓に消毒液を置いているので、手指消毒をする保護者さんと毎日対面 

で挨拶が交わせるようになりました。手指消毒も習慣になってきており、子どもたちの 

風邪も減ってきた気がします。 

 

一般社団法人アイルアーク   つつじがおか保育園 

  〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡 5 丁目 13-18 リラ榴岡 1F  ℡022-353-9550 Fax022-353-9550 

施設の自慢 

・小規模保育施設なので、園庭はありませんが、近隣には公園がたくさんあって、緑のなかでたっぷり体を

動かしたり、自然物と触れあいながら楽しくお散歩しています。 

・保育士が常に心がけていることは子どもの気持ちに寄り添い、むりじいをしない、させない。子どもが自

分からやってみたいと思える環境を作っていくことです。 

・一人ひとりみんな違ってみんないい。子どもの個性を大切に育てていきます。 

コロナ禍での行事 

・楽しみにしていた、親子遠足・親子運動会は中止しましたが、クリスマス会を完全入替制にして実施しま

した。保護者に園内に入って頂くのが久しぶりでした。子どもたちの元気な発表や職員の出し物を見ていた

だき喜んで頂くことができました。 

コロナ禍で変化したことや工夫していること 

・子どもの手洗いが上手になり、検温にも積極的におでこを出してくれるようになりました。 
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㉗さくらんぼ保育園 

㉘しらとり保育園 

え 

 

1 施設名  さくらんぼ保育園 

運営   (株)さくらんぼ保育園 

住所   仙台市宮城野区出花 1 丁目 3-10 

TEL   022-786-0302 

 

2 施設の強みや自慢できること 

先生の手作りの誕生カードと冠。たった一枚のそ

の児だけのカードを子ども達も保護者の方もと

ても喜んでくださいます。その笑顔を励みに先生

達は一生懸命作っています。ひとりひとりを大切

にきめ細やかな保育を大事にしています。園児た

ちと先生たちの笑顔がいっぱいです。 

4 コロナ禍で変化したことや工夫していること 

 園内や玩具・遊具等の消毒、職員の検温・健康

管理をしっかり行い、安心できる環境作りに努

めています。子ども達も紙芝居やポスターを見

て手洗いが上手になりました。お天気の良い日

は外に出て、散歩や公園で元気に沢山体を動か

し楽しんでいます。 

 

3 コロナ禍での行事 

 毎年、お家の方々と一緒に楽しんできた 

 運動会とおゆうぎ会。今年は、競技や演目の縮

小、入場者人数制限等がありましたが、元気いっ

ぱい活動、演技する子ども達の姿に皆感動しま

した。共に成長を喜び合うことができました。 

 

 

学校法人蒲生学園 しらとり保育園 
 

〒 ９８３－０００６ 
     仙台市宮城野区白鳥２－１１－２４ 

TEL：０２２（２５９）２３６９ 
１ 特徴・特色 

  １歳・２歳の子供たちが楽しく生活しています。併設する幼稚園バス

に乗って出かけることもしばしばあり，いつも大喜びです。 

  少人数なので一人一人を大切にしながら楽しく生活できるように心が

けています。 

２ コロナ禍での行事 

  このような状況ですので，なかなか予定し行事を行うことはできませ

んでした。それでも工夫しながら運動会やおゆうぎ会を実施しました。

楽しい行事となりました。 

３ コロナ禍で変化したこと 

  一日も早く伸び伸びと生活してほしいと願う毎日です。小さな子供た

ちですが，手洗いの徹底など保育士の働きかけをよく守り生活していま

す。何よりも保育士等職員の働きかけを今後も大切にしていきたいと思

います。 
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㉙保育園ソレイユ 

 
㉚ブルーベリーズ保育園 

設置者 一般社団法人アンファンソレイユ 

住所  宮城野区幸町 2丁目 11-2 ノーブル幸町 102号室 

電話  022-257-1720  

 

☆彡 おいしい給食で元気いっぱい！！ 

☆彡 子育てベテランの先生がママ・パパを応援します。 

☆彡 いつでも見学できますのでお気軽にお電話ください！ 

最近の行事例・・・親子リクリエーション会・クリスマスお楽しみ会 

         ※感染症に十分な配慮をして行いました。 

コロナに負けないために「手洗い・うがい・換気・消毒・栄養たっぷりな食事・ 

早寝早起き・笑顔！」を忘れないように、子供たちと一緒に頑張っています。 

 

一般社団法人アイルアーク   ブルーベリーズ保育園 

  〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町 3 丁目 8-11 1F  ℡022-237-4178 Fax022-237-4178 

施設の自慢 

・家庭的な雰囲気の中で、ゆったり穏やかに過ごしています。近隣には公園がたくさんあり、緑の中でたっ

ぷり体を動かしたり、自然物と触れあいながら楽しくお散歩しています。 

・保育士が常に心がけていることは子どもの気持ちに寄り添い、むりじいをしない、させない。子どもが自

分からやってみたいと思える環境を作っていくことです。 

・一人ひとりみんな違ってみんないい。子どもの個性を大切に育てていきます。 

コロナ禍での行事 

・楽しみにしていた、親子遠足・親子運動会は残念ながら中止しましたが、クリスマス会はコロナ対策をし

っかりとり、実施しました。子どもたちと保護者のみなさんと一緒に楽しめる会になりました。 

コロナ禍で変化したことや工夫していること 

・子どもの手洗いが上手になり、検温にも積極的におでこを出してくれるようになりました。 
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㉛もりのなかま保育園宮城野園 

 

㉜スクルドエンジェル保育園 仙台宮城野原園 

 

★職員全員、笑顔で挨拶を心掛けています。 
★近隣に公園がたくさんあるので、散歩や戸外遊びに頻繁に出かけ、体を動かしながらいろい

ろな遊びを楽しんでいます。 

★保育の中に『教育プログラム』 ：  幼児体育 、 リトミック 、 幼児英会話 ※ （各々、外部か

ら月 2回講師が来園します）、 モンテッソーリ活動 を導入しています。             

※ 幼児英会話 は、今年度お休みしています。 

★様々な季節の行事を行っています。（七夕会、ハロウィーン、クリスマス会など） 

◆コロナ禍ではありますが、こまめに玩具の消毒を行うことや、園全体で丁寧に手洗いを行うこ

となどにより、皆で健康に気を付けながら元気に過ごしています。 

 

 スクルドエンジェル保育園 仙台宮城野原園  

  （運営団体：株式会社スクルドアンドカンパニー） 

住所 ： 〒983-0842 

仙台市宮城野区五輪 1-6-9 五輪黄葉ビル 1階 

☎ ： 022-794-9962 
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㉝ちゃいるどらんど 

 

㉞保育園れいんぼーなーさりー原ノ町館 1 

 

ちゃいるどらんど岩切駅前保育園 

〒983-0821 

仙台市宮城野区岩切字洞ノ口 180-5 

☎022-255-3975 

🌸ちゃいるどらんど岩切駅前保育園は 0 歳児から2 歳児までのお子さんをお預かりする小規模保育園です。 

 20 代～40 代の幅広い年代の保育士が連携をとり、笑顔溢れる、ゆったり、穏やかな保育が自慢です♪ 

 天気の良い日は園庭や公園、園周辺のお散歩など戸外遊びをたくさん取り入れています。雨の日は広々と

した園内でリズム遊びや運動遊び、お家ごっこやなりきりごっこなどを行い、元気に過ごしています！ 

🌸地域の方向けの行事は行っておりませんが、コロナウィルス感染症の感染防止対策を徹底し、なるべく、 

例年と同じように園行事を行えるよう、職員一同、内容や開催方法等の案を出し合い、工夫し、保育参観

や親子ふれあい会、クリスマス発表会を開催してきました。今後も工夫しながら、取り組んで行きたいと

考えております。 

🌸コロナ禍で変化したことは、園児と職員の検温や体調チェックをさらにこまめに行うようになった事や 

 玩具や室内の消毒を定期的に行うようになった事です。大変ではありますが、こまめな体調チェックや 

消毒を定期的に行う事は、他の感染症対策にも繋がるとプラスに捉えて行っております。 

 

1．  保育園れいんぼーなーさりー原ノ町館１ 

        〒983-0047  仙台市宮城野区銀杏町１４－１２－１F 

              TEL 022-290-7345     

 

2． 施設の強みや自慢できること  

       挨拶・笑顔・掃除を大切にしている。 

    園児数が少ないため、アットホームな環境で一人一人に合った保育を行っている。 

また、保護者とも密にコミュニケーションを取ることができ、子どもの成長を共に喜び合っている。 

      二階の施設との交流もあり、戸外遊びや行事を一緒に行っている。 

  

3． コロナ禍での行事 

       保護者参加の行事がなかなか出来ず、子ども達と職員とでごっこ遊びとして取り入れ 

楽しんでいる。保護者に行事の様子が伝わるよう写真を掲示している。 

  

4． コロナ禍で変化したことや工夫していること 

玄関での受け入れのため、保育室内の様子が見えないので保護者に園での様子をいつも以上 

に細かく伝えるようにしている。また、少しでも園での活動内容や子どもの成長が感じられ 

るよう、玄関に製作物等掲示している。 
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㉟保育園れいんぼーなーさりー原ノ町館 2 

㊱ぽっかぽか彩保育園 

保育園れいんぼーなーさりー原ノ町館 2 

株式会社エコエネルギー普及協会 

〒983-0047仙台市宮城野区銀杏町 14-12-2F ☏022-290-7116 

 

クラスごとの活動だけではなく、異年齢と関わる時間を多くつくっています。 

２歳児のお兄さんお姉さんは小さい子のお世話をしようとする姿や、1 歳児は 2 歳児の姿を真似

して沢山のことに興味を持ち挑戦する姿が見られます。 

保育士も一人一人園児の把握が出来る様、担任を決めずに全体把握に努めています。 

 

コロナの流行により、保護者参加の行事を取りやめにしたものの“運動会ごっこ”

や“遠足ごっご”等保育士とごっこ遊びを通して楽しみました。 

 

コロナ禍で工夫している点は、送迎を玄関での対応にしたり、保護者参加の行事が 

なくなったりと、お子様の成長を保護者様が感じられる時間が減った為、月の製作や 

行事の様子を写真に収め掲示をするようにしました。 

また、玩具や保育室の壁・取っ手等園児が触れる箇所は徹底的に消毒するようにしています。 

小規模保育事業 B型 

ぽっかぽか彩保育園 

〒９８３－０８３６ 

仙台市宮城野区幸町 2丁目１６－１３ 

ＴＥＬ０２２－３５２－４７６７ 

定員１９名 

 

～保育所の特徴～ 
・軒家を改修工事した、温かみのある空間です。 
・毎月、新し絵本を取り寄せているので、絵本が 

充実しています。 
・人ひとりが遊びに夢中になれるようゾーン保育を 

取り入れています。 
～コロナ禍での行事～ 

・ぽっかぽかはろうぃん FES 
・一年を振り返っての会（懇談会） 

～コロナ禍で変化したことや工夫していること～ 
・感染予防意識の徹底（こまめな消毒、清掃、換気） 
・職員の体調管理の徹底 
・マスクをして子どもと接するとき、表情夫 

保育理念 
 
『自分の彩を見つけられるぽっかぽか空間』 

・みんなちがってみんないいんだよの思いで，自分の彩（個性） 

のままのびのびと育っていく様子を見守っていきます 
 
『自ら出来た！経験が大きな自信へ』 

・育ちつつある力を丁寧に気付いていきながら、○○したらできる！！ 

をひとつひとつ積み上げていく考え方を大切にしています。そのできた！ 

の積み重ねが子どもたちの大きな詩人に繋がるような関りを大切にしています。 
 

『ぽっかぽかな親助け』 

・親育てではなく親助けの思いを大切にし，悩んだ時に手を伸ばしてあげられる 

関係を気づいていきながら，親子が心身ともに安心できる場所でありたいと 

おもっています。 

ストリートビューで

ぽっかぽか彩保育園

を検索するとお部屋

の中もみれます！ 
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3.幼稚園 
①あけぼの幼稚園 

②清水幼稚園（ふたばクラブ） 

１.学校法人 東北柔専 あけぼの幼稚園 

住所 仙台市宮城野区高砂１－７－１ 

電話 ０２２（２５４）５３５０ 

２ 園庭が広く年齢に合った遊具があり、 

伸び伸び遊べる環境です。 

遊具が広く、お母さんたちがバレーボール

サークルをつくって活動しています。 

高砂１丁目公園がすぐそばにあり、 

緑豊かで秋にはドングリ拾いができます。 

４ 室内は常に換気し、水道のそばには石鹸を用意

してこまめに手洗いをしています。 

行事の際には時間を分け、時間を短縮するなど

密にならないようにするなど工夫しています。 

３ 毎週水曜日園庭開放 １０：３０～１２：００

（予約不要） 

   

未就園児サークル  １月２７日（水） 

２月２２日（月） 

１０：３０～（予約不要） 

＜ふたばクラブの紹介＞ 

学校法人 小野学園 清水幼稚園  

子育て支援 未就園児教室 ふたばクラブ 

〒983-0845 

仙台市宮城野区清水沼 3-4-10 

TEL：022-256-8950 

HP：https://shimizu-kids.jp/ 

☆施設の強みや自慢できること 

・季節毎の行事を通して、制作や運動遊びをします 

・ふたばクラブの後は園庭開放を行っています 

・お母さん方の交流の場となっています 

・子育て相談にものります 

☆コロナ禍での行事 

・月 1～2 回：ふたばクラブ（会員制） 

☆コロナ禍で変化したことや工夫していること 

・令和２年度から、水曜日コースと木曜日コースに分散して行っております 

・入口での検温と消毒にご協力頂いています 

・換気や、おやつを食べる際も机のアルコール消毒、手の消毒を徹底しています 

https://shimizu-kids.jp/
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③しらとり幼稚園 

 
④ナザレト幼稚園 

学校法人蒲生学園 しらとり幼稚園 
 

〒 ９８３－０００６ 
     仙台市宮城野区白鳥２－１１－２４ 

TEL：０２２（２５９）２３６９ 
１ 特徴・特色 

  子供たちは，さつまいもの苗植えや収穫，だいこん掘り等学童農園に

いつも足を運び，自然に親しむことができます。 

  少人数のため誰とでもいつでも仲良く園生活を送っています。 

２ コロナ禍での行事 

  このような状況ですので，なかなか予定し行事を行うことはできませ

んでした。それでも工夫しながら運動会やおゆうぎ会を実施しました。

実施にあたっては，保護者も皆様にもたくさんのご協力をいただきまし

た。 

３ コロナ禍で変化したこと 

  室内での生活が多くなりました。マスクのかけ方・外し方，また進ん

で手洗いする姿が多く見かけるようになりました。手荒れも心配されま

す。早くのびのびと園生活が送れるようになることを願っています。 
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⑤ふくだまち幼稚園 

 

⑥ふくむろ幼稚園 

※育児相談も毎週月曜日 10時から１４時まで予約制で受けつけております。お気軽にお問合せください 

 

ふ く む ろ 幼 稚 園 

仙台市宮城野区福室５丁目１１－３０ ☎０２２－２５８－００２６ 

園庭開放しています 

毎週水・金曜日 

９時半～１３時 

保育室や園庭で遊べるよ 

かるがもクラブ実施中 

月１回～２回実施 

１０時～１２時 

２歳から４歳の未就園児対象 

預かり保育実施中 

「かもめクラブ」 

平日 ７時～１９時１５分 

土  ７時～１８時３０分 
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⑦みやぎ幼稚園 
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4.児童館 
①いわきりじどうかん 

②仙台市燕沢児童館 

仙台市燕沢児童館 

（公財）仙台ひと・まち交流財団 

仙台市宮城野区燕沢東３－６－１ 

☎ ０２２－２５３－２７０１ 

〇登録制クラブ 

サンサンクラブ（1歳～未就学児） 

キラキラクラブ（0歳児） 

毎月1回，楽しく活動しています。 

 

〇つばめっ子タイム 

毎週水曜日 11:00～11:15 

・運動遊び ・読み聞かせ 

・工作   ・わらべ歌，他 入館時に，検温とアルコール消毒に

ご協力いただいています。 

つばめっち  つばめっこ 
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③鶴ケ谷西児童館 

 

④田子児童館 

（公財）仙台ひと・まち交流財団 

田子児童館 
〒983-0021 

仙台市宮城野区田子 2 丁目 4-25 

☏ 254-2721 

 

田子児童館キャラクター 

たごやきくん 

★施設の強みや自慢できることは…                    R3.1.12 現在の情報です 

・親子室があり，ゆっくり遊べます。遊戯室には乗り物・滑り台があります。（平日 9：00～12：00） 

・広い図書室があり，本の貸出を行っています（平日午前貸出中！）。 

・若い職員～育児中～孫育て中の職員，元教員・保育士など幅広く職員がそろっています。 

・田子 2 丁目公園（小鳥の森公園）に面していて，お散歩ついでに立ち寄れます。 

 

★コロナ禍での行事 

 ・毎月 1 回：幼児クラブ（登録制） 

 ・毎月 1 回：みんなであそぼ「わくわく」など（申込制） 

 

★コロナ禍で変化したこと 

・小学生（児童クラブ）の利用と乳幼児親子の利用が重ならないよう，利用時間を分けています。 
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⑤中野栄児童館 

 
⑥幸町児童館 

（公財）仙台ひと・まち交流財団 

中野栄児童館 

〒983-0011 

仙台市宮城野区栄 3-11-11 

ＴＥＬ ７６８－７２５７ 

～コロナ禍でも行っています！～ 

◆とことこちゃん◆【登録制】 

１歳児親子対象・毎月１回火曜日 

◆幼児クラブ◆【登録制】 

２・３歳児親子対象・毎月１回木曜日 

◆パピプペパーク◆【申込制】 

（子育て支援クラブ「一期一会」共催） 

毎月１回概ね金曜日：楽しい企画がいっぱい！ 

 

中野栄コミュニティーセンターとの併設館 

です。 

地域の方やコミセンさんともとっても仲良し！ 

子育て支援クラブの方と共催で、楽しい行事も

たくさん行っています！毎回すぐに定員になる

ほどの大人気です。 

 

コロナ禍でこんな変化が・・・ 
 

・手指の消毒が習慣になった！ 

その結果、健康な子供が増えた。 
 

・皆さんの笑顔に会うために、消毒を徹

底しています！これからも笑顔の集ま

る場所でいられるために頑張ります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

♡☆施設の強みや自慢できること 

  令和２年３月末に改修工事が終了し、リニューアルしました。トイレにベビーチェアや

おむつ交換台が設置されました。全室冷暖房完備の快適なお部屋で遊べます。 

♡☆コロナ禍での行事 

  毎週月曜日：わんぱくたいむ（自由参加） 

  毎月１回：しあわせちゃんひろば（予約制） 

  企画行事：ジェルキャンドル作り、バランスボール、親子ヨガ等（予約制） 

♡☆コロナ禍で変化したことや工夫していること 

  ・こどもの手洗いが習慣づいています。 

  ・遊具や使用物の消毒も、仕事の一つとして日々取り組んでいます。 

  ・消毒・換気に努め、密にならないような環境作りを工夫しています。 

（財）仙台ひと・まち交流財団         幸町児童館キャラクター 

    幸町児童館 
しあわせちゃん 

〒９８３－０８３６ 

仙台市宮城野区幸町３丁目１３－１３ 
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⑦幸町南児童館 

⑧枡江児童館 

公益財団法人 仙台ひと・まち交流財団 

枡江児童館 

仙台市宮城野区安養寺２‐２‐１  ℡ ０２２‐２９２‐５２２３ 

児童館は… 

広い遊戯室でお子さんたちを遊ばせながら 

お母さん同士交流することができます✿ 

(※新型コロナウイルスの感染拡大防止に伴い、 

現在は午前中(12 時)までの利用となります。) 

現在の行事 

・ますえっこ０ちゃんタイム（０歳児親子対象） 

・ますえっこ１・２歳タイム （１・２歳児親子対象） 

・みんなでますえっこ   （乳幼児親子対象） 

・遊びの広場              （乳幼児親子対象） 

(※全て予約制です。詳しくは毎月発行される 

児童館だよりをご覧下さい。) 

コロナ禍で変化したこと… 

6 月から乳幼児親子さんの来館が再開し、 

児童館を訪れてくださる皆さんと 

「コロナで大変だったこと」や「工夫したこと」等 

たくさんおしゃべりするようになりました♪ 

あそびにきてね！ 
マスコットキャラクター 

「森山くん」 

ますえじどうかん 



~ 36 ~ 

 

⑨宮城野児童館 

⑩仙台市東宮城野マイスクール児童館 

 

 

          ～花と絵と音楽のある児童館～ 

 

 

 

２０２０年６月から平日９～１２時までの間乳幼児・保護者の自由来館 

を再開しています。 

✿幼児クラブ 登録制 

親子で楽しく遊び交流します。 

10：30～ 

★ひよこクラブ（１歳児） 

毎月第２金曜日 

★きらきらクラブ（２・３歳児） 

毎月第４金曜日 

10：30～ 

✿おはなしポケット  

場所：児童クラブ室 

★毎月第 3 水曜日  

 １１：００～ 

おはなしつつじがおかの皆さん 

による絵本読み聞かせです。 

 

宮城野児童館 
〒983-0042  

仙台市宮城野区東宮城野 2－40 

本館 TEL 022（236）0804 

FAX 022（352）7631 

 

★ご案内  ～仙台駅より宮城野児童館まで～ 

＜JR 仙石線＞  
宮城野原駅または陸前原ノ町駅より徒歩 15 分 

社会福祉法人 宮城厚生福祉会 宮城野児童館 

http://www.kou-fuku.or.jp/miyagino-j/ 

 

利用時間  

平 日 9：00～18：00    

土曜日 9：00～17：00 

休館日  

日曜・祝日・12/29～１/3 

 

✿宮城野児童館ではでは館内でこのような感

染症予防措置をとっています。 

・テーブル・手すり等、手を触れる箇所を除菌。 

・大型遊具・幼児用玩具の除菌。 

利用者のマスク着用。（大人は必ず、乳幼児・

子どもは出来るだけ）と手洗い消毒。 

・日常的な換気。 

・来館者の健康状態の把握。 

 

✿乳幼・児自由来館の皆様へ 

☆「カレンダーキットプレゼト！」 

対象：乳幼児親子さん 

２０組まで  

なくなり次第配布終了となりま

す。ご了承ください。 

※当日館内で制作も可能です。 

 
✿サプライズの行事 
職員によるダンスがあります。

一緒に体を動かして、リフレッ

シュしましょう！ 

スタッフブログ随時更新中！ 

マスクをしていると表情が見えず、泣いてし

まう子どもさんもいらっしゃいます。けれど

感染症対策のためマスクは外すことができ

ないので、遠くから見守っています。 

今年度から始めた行事 
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⑪榴岡児童館 

 
⑫原町児童館のびすく宮城野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せんだい杜の子ども劇場 指定管理 

〒983－0851  仙台市宮城野区榴ケ岡 103番地 2   

☏/FAX 022－299－0604 

子育て応援団のスタッフが笑顔でお出迎え！！ 

利用者とのコミュニケーションを常に大切に心掛けています。 

★すべて予約制で定員があります。 

 

毎月 1回 年齢ごとの（0、1、2歳児）の 

乳幼児ひろば 

毎月 1回 乳幼児向けサロン 

（榴岡地区民生委員児童委員協議会共催） 
 

 

仙台市のガイドラインに沿った感染症対策を行っています。 
 

・スタッフも含め来館した方へ検温、手指消毒、 

マスク着用チェックシートのお願い 

・受付カウンター、事務机アクリル板を設置 

・一定時間ごと又は常時換気、空気清掃機設置 

・ペーパータオル、消毒液、マスク、便座クリーナー、蓋付きゴミ箱、 

乳幼児専用消毒液、ウェットティシュを設置 

・座卓にソーシャルディスタンス表示 

・消毒表を作り、時間毎に消毒 

※寝具類は使用後専用の洗いカゴへ 

また、使用したおもちゃも専用ＢＯＸに入れる等、利用者の方に 

ご協力を頂いています。 

 ハロウィン・クリスマス会等、イベントを例年通り

行うことが難しいですが、館内や館庭の木々への

装飾、他にBGMを流したり、スタッフが仮装をし

て、お出迎えしたりする等、季節に合わせた   

雰囲気作りをしています。 

 

   

 

運営団体：（特）ＭＩＹＡＧＩ子どもネットワーク 

原町児童館のびすく宮城野 
 
〒983-0842 仙台市宮城野区五輪 2 丁目12 番70 号 

☎022-352-9811（児童館） 

 022-352-9813（のびすく） 

 

(のびすく) 

現在、仙台市内の方のみ利用可能。 

利用は週 2 回までの予約制となっております。 

入館時の検温や手指消毒、こまめな換気、館内消毒

行っております。感染対策として来館人数の制限、

一時預かりの受入れを縮小しております。 

(児童館） 

現在、児童クラブ登録児童のみ利用可能

となっており、各行事は児童クラブ対象

となっております。 

自由来館(小中高生)は登録の上、土曜日

のみ利用可能です。 
 

児童クラブ室 集会室 

図書室 

子育て支援室 
（一時預かり室） 

ひろば 

遊戯室 

 

館のキャラクター 

はらラッコとがる子

もマスクを着用中 


