
令和3年度 仙台市地域子育て支援クラブ連絡協議会

活動報告書



青葉区
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◆ 開催日：

愛子児童館 子育て支援クラブ たっぴいぱる

花壇整備 令和3年6月26日

夏に向けてプランターの花の入れ替え

活動人数が少ないので
LINEで人数と実施日を決めた点

屋外での活動を主としたこと

活動人数が少なかったですが楽しく短時間で
花植が出来たので、満足のいく活動でした

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

大沢児童館 子育て支援クラブ ほっかぽか

アンガーマネージメント体操 平成31年10月26日

対象：一般及び親子

地域に住む有資格者で子育て中の方が講師。

アンガーマネジメント「怒りをコントロールする手法」の
簡単な講話の後に「怒らない体操」をした。

講話のみの募集は人が集まりづらいため「体操」をして、
さらに体操の後に「芋煮」を食べてもらった。

結果30名の参加があった。

年配のかたから小さい子どもまで簡単にできる体操で
とても良かった。イライラ軽減だいじ！

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

大沢児童館 子育て支援クラブ ほっかぽか

親子でモザイクキャンドル作り 令和2年12月20日

対象：小学校4年生以上の親子

ロウソクの育て方（使い方）のお話し。

好みの色のキューブを選んでオリジナルキャンドルを作成。

「ランプオブホープ」という人気の講師の先生をお招きし
前年にお母さん向けに「ボタニカルキャンドル」を作成し
大人気であった為、親子行事で企画。

親子「限定5組」の募集とした。

簡単な「キューブ」のタイプで作成。

手指、器具の消毒、換気。

非常時に役立ち、香りは癒し効果。

地域のなかにいても人気のある先生に教えていただける楽しさがある。

講演後、お店へ伺って更に作成する人もいたほど人気。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

栗生児童館 子育て支援クラブ あいあい

ほっとトーク 令和3年6月30日

（事前予約制5組まで自由来館の方）

かんたんな工作。 絵本よみきかせ。 ガチャガチャ。

短い活動時間なので家でも親子で遊べるような工作にした。

絵本は参加した子どもが2才～０才なので、
大型絵本「どうぶついろいろかくれんぼ」

気軽に参加できて楽しくまた来たいと思って
頂きたいということで、ガチャガチャをやってみた。

少人数、短時間、消毒、換気。

友だちとのふれあいより、親子でのふれあいが
充実する内容を心がけた。

ガチャガチャは親も子も何回もやりたいと思う魅力がある。思う存分楽しんで頂けた。
工作では親が子にやってみせる様子が多々あり、親としての姿が嬉しく感じた。
絵本は見てくれるものだなあとつくづく感じました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：

5



◆ 開催日：

折立児童館 子育て支援クラブ ミルキーズ

クリスマスフラワーアレンジメント 令和2年12月19日

小学生対象に活動。

クリスマスフラワーアレンジメント楽しんで頂きました。

テーブルに1人ずつ分のセットを用意し始めました。

1人1テーブル。

人数（参加者）を限定しました。

個性あふれるアレンジメントが出来あがりました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

貝ケ森児童館 子育て支援クラブ 花時計

児童館の庭、苗植草刈 令和3年6月1日

児童館の庭の手入。

ベゴニアの苗を植える。

苗を植えるにあたって前もって
土の整備をしていたのでスムーズに行った。

草刈用に各自使用勝手の良い工具を持参した。

庭ですので間隔をとって作業をした。

手指消毒、マスクを使用。

同時に定例会を庭でした。

事前の準備をしたのでスムーズでした。

（5/8（土））に行ったパプリカ、ピーマンの苗が育っていました。
ここも草むしりをしました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

片平児童館 子育て支援クラブ will

お琴クラブ（1時間）月1回5月～3月まで 令和3年5月20日

（申し込み制）9人の子ども達に1年を通じておことを指導する。

10月の片平市民センターまつり（ワイワイ広場）に映像発表。

3月にお雛様発表会。年間5～8曲ほど仕上げます。

お琴を初めて見る子も楽しくお琴が弾けるように、
メインの先生役のメンバーの他に、サポート先生として
3～4名スタッフが指導に入ってます。
又、最近馴染みが無くなってしまった日本の唱歌
（さくら、茶つみなど）を絶やさないように、
現代曲と織り交ぜてます。

一人一人の間を広くとる。 お琴、お爪を消毒。

換気。 マスクの着用。

積極的にお琴に触れたい、弾いてみたいという気持ちや、頑張って1曲弾く事が
出来た時の喜び間近に感じる事が出来ました。これから3月までたのしみです。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

上杉児童館 子育て支援クラブ

ポーセラーツ 令和元年

乳幼児保護者、子育て中の親を対象にポーセラーツでマグカップを作る。

講師に材料等を持参していただきテーブルを分けて作った。

コロナ前実施

とても素敵で個性のある作品を作ることができました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

木町通児童館 子育て支援クラブ ぽこぽこ

花植え（公園にお花を植えよう） 令和3年6月5日

児童館の隣（小学校の隣）の公園にお花を植える活動。

皆が利用している公園にお花を植えきれいな公園にする。

※コロナ禍で外での活動をつくりました。

公園で手入れ（花植えやゴミ拾い）している団体の方々に、
お花の植え方をご指導頂きます。

児童クラブのお子さんや、公園で遊んでいる方へも声がけし、
参加してもらっている。

外でのイベントですが、マスクしながらなるべく
くっつかないように配慮。スコップは各々持つようにしました。

コロナ禍で講演を利用する子ども達は多くなりました。
きれいにする事で皆が気持ち良く過ごせる公園になるようだと良いなと思います。

指導してもらう事で花植えが上手になりました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

桜ヶ丘マイスクール児童館 子育て支援クラブ

花壇整備 毎年、春、秋

毎年、春に土おこしと野菜植え。

コロナ前は夏野菜の収穫時にサバ飯企画を実施。

秋には花苗を植えるなど、児童館前の花壇を活用して
四季の花や植物に触れてほしいと思っています。

児童館のお子さんと一緒に活動できる時間に合わせて
子支クメンバーが伺います。中学生の職場体験とあわせると、
なお交流の幅が広がりますし、力になってもらえます。
毎年恒例となるように継続しています。

コロナ禍での活動は基本的に児童館職員と
子支クメンバーで実施。

児童館活動室内でも花のある環境で過ごしてほしいと
プレゼントしました。

児童館の子ども達が植物の成長を楽しみにしてくれていると伺っています。
花のプレゼントは女の子と職員さんに好評でした。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

小松島児童館 子育て支援クラブ つきやま

おたママ広場（乳幼児親子向け行事） 令和3年6月9日

乳幼児親子行事への理解を深めるため、乳幼児親子行事に参加し見学する。

実際の乳幼児親子の様子を見ていただき、
親子の声を今後の取り組みに取り入れていくことができるように、触れ合うことのできる機会とした。

マスク着用、手指消毒。

人数の限定。密にならないよう場所を分ける。

参加した会員の皆様からは楽しかったと声があがった。
児童館とこれまで関わりがあっても、
なかなか乳幼児親子の日頃の姿を見る機会、
触れ合う機会はなかったので、良かったとの声もあった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

中山児童館 子育て支援クラブ 「はあと」

小正月を祝おう「もち花つくり」 令和3年1月9日

小正月行事の由来を聞き、伝統行事の「もち花つくり」を体験する。

みずきの枝に色のついたもちや縁起の良い飾り物をつける。

（小学生対象）

活動時間を短縮するため、従来行っていた
餅つきや飲食をやめてもち花を作るだけにした。

時間短縮のため事前にもちを棒状にしたり
丸めたりして付けやすくした。

密になるのをさけるためグループに分けた。

手指の消毒、マスクを徹底させた。

大きなもち花が3本完成し市民センター・児童館の
入り口に飾られて来館者に大変喜ばれた。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

錦ケ丘児童館 子育て支援クラブ にしきらりん☆

バランスボールエクササイズで体幹を鍛えよう！ 令和3年5月20日

子育て中のママさんに自分の体をセルフメンテナンス。

普段は子育てに追われる毎日で、なかなか自分の
体のケアに至らないのが現状。

ママが笑顔でいられたら、家庭の中もみんながまんまる笑顔に

子支クメンバーが見守り託児をして、
なるべくママ達がしっかりと動けるようにサポート。

同室内に託児スペースを用意し、
玩具や紙芝居などで一緒に遊んでいた。

検温、手指消毒、換気はもちろんのこと
広い遊戯室で広がりながら行った。

運動不足の体に良い運動になり、心地よく楽しかった。

普段は汗をかかないけど、子どもと離れしっかり汗をかき久々に
運動が出来てよかった。

世の中はコロナ禍で気分が沈みがちの日々でしたが
バランスボールでリフレッシュして前向きになれた。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

錦ケ丘児童館 子育て支援クラブ にしきらりん☆

エッセンシャルオイルで虫除けスプレー作り 令和3年6月24日

安全性と質の高いエッセンシャルオイルを使って虫除けスプレー作り。

アロマの種類についての座学。

見守り託児を別室で行った。

受付の後子ども達は託児部屋でメンバーと一緒におもちゃで遊ぶ。

お子様が大丈夫そうなママは講座のお部屋に入室してもらった。

人数の都合上、今回の講座は隣に併設しているコミュニティセンターを
お借りして行った。講座部屋と託児部屋は、廊下を隔てて直ぐだったので
子ども達も安心して遊べた。

見守りのメンバーも子ども1人につき1人とたくさん配置した。

自然な香りに包まれてすごくリフレッシュできた。

好みのオリジナルの虫除けスプレーが作れてうれしい！

市販の虫除けスプレーの危険性の勉強になり子どものためにも
日々の生活の中で少しずつ安全なもの選んでいきたいと思った。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：

15



◆ 開催日：

八幡児童館 子育て支援クラブ

ママのためのピラティス 令和3年6月30日

ピラティスは姿勢や産後の身体の悩みを
改善してくれるエクササイズです。

普段子育てを頑張っているママ達に
リフレッシュしてもらうために企画しました。

自分の身体と向き合う時間をつくってもらうため
子支クメンバーが託児部屋で
お子さんを見守りながら相手をした。

手指消毒、検温、換気をした。

参加を申し込み制にして少人数で活動をした。

普段意識しない呼吸法やゆっくり身体を伸ばす動きが
気持ちよかったという感想が多く充実した時間を
すごしてもらえたと思います。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

水の森児童館 子育て支援クラブ

数珠玉・工作 令和元年12月15日

毎年春に芽を出す数珠草の成長過程を子ども達と観察します。

秋に実を収穫して、乾燥させてから出来上がった数珠玉で工作します。

1週間続きます。

小さな数珠玉の1個1個にドリルで穴をあける
作業が大変なので大人が手伝います。

この頃はまだ厳しい対策はしていませんでした。

自然の恵みの数珠玉を用いての工作は
子ども達も楽しみにしていて
個性豊かな作品を作ります。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

水の森児童館 子育て支援クラブ

フルーツサンド作りましょ 令和3年7月16日

親子おやつ作りの試作としてフルーツサンドを調理しました。

彩のよい果物を用意する。

生クリーム（ホイップ）は1人1本にする。

カット面の美しさを工夫。

手洗、消毒

エプロン、三角巾、マスク着用

密にならない

冷凍フルーツは水分が多いので使用しない。

できるだけ長く冷蔵庫に置くとしっとりとして美味

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

南吉成児童館 子育て支援クラブ ハーモニー

あそびましょう１・２・３ 令和3年5月14日

恒例の幼児行事を行い、野菜の苗をプランターに植えた。

コロナ禍での行事なので少ない参加者とした。

マスクの着用・手洗の励行、密接に気を付けて行った。

参加者を制限して行ったが、幼児は関心を持ち、
水やり等楽しんでいる様子だった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

吉成児童館 子育て支援クラブ クレッシェンド

春の花道整備 令和3年5月17日

春と秋に児童館の館庭にある花壇の整備をしています。
（小学生等にも水やり等してもらっています）

事前に花苗を購入しておく。

花壇のレイアウトを考えておく。

外での活動なので時間も短く出来る様
事前にレイアウトを考えています。

（検温、手指消毒）

庭に整備された花壇があると子ども達も大事にしてくれて、
お世話してくれるのでうれしいです。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

吉成児童館 子育て支援クラブ クレッシェンド

ほっとchatるーむベビー 令和3年6月4日

乳幼児親子のサロンです。今年度は人数を限定して開催しています。
毎回テーマを設定しています（保健師さんのお話、栄養師さんの離乳食のお話）

例年は参加した赤ちゃんを預かったりしているが
今年は手を出さず声がけをしている

密にならない様に人数を限定（申し込み制にしている）

手伝う子支クの参加人数もおさえている。

このコロナ禍でもサロンを開くとお母さん達も色々な方とお話が出来てうれしそうです。
私達も元気をもらっています。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

川平マイスクール児童館 子育て支援クラブ かわ〇・スマイル

プチたまクラブ 親子ビクス 令和3年6月22日

（幼児クラブ対象に活動）

音楽に合わせて親子で楽しく体を動かす。

講師にあらかじめ参加者の人数や年齢を伝えていたため
発達に合った内容のプログラムを提供できた。

手指消毒し常に換気を行った。

間隔をあけて活動した。

思った以上に子どもが集中していた。

親子でふれあいながら楽しそうに運動していて大変好評だった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：

22



◆ 開催日：

台原児童館 子育て支援クラブ

花いっぱい作戦！（年間継続） 令和3年7月1日

（写真撮影日）

児童館の玄関まわり館庭を花でいっぱいにしたいと昨年の夏花壇作りより始めた。

先生方のご希望もききながら苗選びから始まり、植え付け、その後の手入れを
定例会ごと継続して行っている。

この日は6月に植えつけた花苗の手入れ、館庭の除草などを行った。

コロナでなかなか乳幼児対象のイベントを企画できない中、
何か乳幼児親子のためにできないかと考え児童館に来館した時にたくさんの花や
緑で心を癒してもらえればと花壇つくりを行うことにした。
館長先生がご自宅で育てた花や野菜の苗を持参してくださることもあり、
先生方とともに花・緑いっぱいの児童館を目指して活動している。

マスク着用での作業。 手洗い、消毒の励行。

検温、体調の確認。 短時間での作業。

玄関まわりに花があると、来館の方はもちろん私達会員もうれしくなり、活動への意欲がより強くなります。

館庭には館長先生が手塩にかけた野菜の畑もできあがり、その成長を会員も楽しみにしているところです。

コロナでいろいろなことが制限され人との関わりも少なくなる中でも、
このような活動なら続けていけると感じています。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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宮城野区
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◆ 開催日：

岡田児童館 子育て支援クラブ すまいる

親子でクリスマスオーナメントを作ろう！ 令和2年12月9日

布用クレヨンと布クッションを使って、
クリスマスツリーに飾るオーナメント作りを親子で楽しみました。

子ども達は、好きなものを自由に描く！

『この絵を描く！』『リボンはこの色で塗ろう！』など。

大人達はオリジナルの作品、人気アニメなど、子どもが喜ぶものを
それぞれ布に夢中で描いていました。

・マスク着用での作業

・作業前後の手指消毒

・換気のため窓を少し開けての作業

布クッションを縫う作業では、終了時刻ギリギリまで全集中！でした。

日々忙しく子育てしているみなさんが手作業に集中できる貴重な時間。

素敵な作品が完成し、みなさんが満足そうでした。外出もままならない状況の中、
久しぶりに親子で集い、時間を共有できた、心休まる機会となったようです。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

岡田児童館 子育て支援クラブ すまいる

ママヨガタイム 令和3年1月21日

母親６名、子ども７名の参加。

重低音が響く独特の音色に合わせ、親と子が一緒にヨガをする事により、心と体の
コミュニケーションを楽しんだり、心の絆を深めたり、親と子の一体感が生まれました。

動きも子ども中心に楽しめる内容で、動物のポーズやリラックスポーズなどで進行します。
子ども達も遊びながら、また遊ばせながら楽しめました。

・マスク着用

・募集人数を少なくした（密を避けるため）

・運動場の換気（窓の半開）

・運動前後の手指の消毒

年中多忙に明けくれるお母さんが、幼い子どもとヨガに参加し、体の凝りや心の疲れをいやすのは、
結果、子どもに安心感や信頼感をもたらし、更に一体感が生まれてくるようです。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

幸町南児童館 こうなん

手作りパン教室 令和3年7月25日

乳幼児のお母さん対象に、
託児を付けて手作りパンの教室をしました。

毎年恒例の行事で、支援クラブ会員が講師をし、
材料や下ごしらえの準備をして、簡単に手作り出来るパン教室です。

託児をする事で、集中して作業ができるので好評です。

調理室が密にならないように、人数を減らし、消毒、手洗いを徹底しました。

これまでは焼き上がったパンをその場で子どもを交えて、情報交換などをしなが
ら試食してましたが、コロナ禍で飲食はできないので、焼く手前までの作業にし
て、持ち帰りご自宅で完成してもらう事にしました。

申し込み当日に数分で締切になる程人気の行事で、
昨年できなかった分楽しみにされてる方が多かったようです。

皆さんと試食はできず残念でしたが、楽しく作業してる姿を見て、
実施できて良かったと思いました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

新田児童館 子育て支援クラブ ドーナッツ

ドーナッツ畑を作ろう！ 令和3年6月24日

ドーナッツメンバーや、自由来館で来ていた乳幼児親子向けに。

児童館のお庭の一部を借りてトウモロコシと、枝豆の苗を植えました。

夏に、収穫予定です。看板も、子ども達に描いてもらいました。

事前に土をならして、土作りをメンバーでやりました。

日頃、土いじりをした事がない乳幼児に少しでも自然を感じてもらい、
食に関心を持ってもらうように話しかけながら、和気あいあい取り組みました。

検温、消毒、マスク、共有しない。
間隔を空けて作業しました。

新年度の会員が少ないので、新規会員が増えるように、
自由来館の方に積極的に声かけしました。
初めての経験に、子ども達が楽しそうで良かったです。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

新田児童館 子育て支援クラブ ドーナッツ

タイルフォトフレーム 令和3年2月15日

陶器のタイルでオリジナルのフォトフレームを作ろう！(会員向け)

100均でフレームを購入。

ネットで可愛らしい形のタイルを購入。

事前に運営側で試作をして、イメージしてきてもらい、
短時間で思い思いのフレームを作りました。

検温、消毒、間隔を空けて作業し、共有を減らす。

時間帯を分けて、作業。

普段、自分だけではできない可愛らしい作品ができて、
お母さん方の癒しの時間となったようです。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

新田児童館 子育て支援クラブ ドーナッツ

新聞紙と風船で遊ぼう 令和2年11月11日

児童館のホールで思いっきり遊びました。

単純に新聞紙を使った遊びを自分達で自由に考えて遊んでもらいました。

風船トランポリンを作ってベビーにも遊んでもらいました。

(会員親子&自由来館対象)

大量の新聞紙を児童館さんからいただきました。

風船を圧縮袋に入れて、空気を抜き、大人が乗っても大丈夫な(笑)
ちょっとドキドキもできる好評な遊びでした！途中で割れたりもしましたが、
それも楽しかったです。

なるべく、密にならないように配慮しました。

通常の検温、消毒も行いました。

コロナ自粛で大人も子どももストレスが溜まっていたので、
感染対策をしながら自由に遊んでもらいました！とても好評でした！

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

榴岡児童館 子育て支援クラブ ガーネット

クリスマスツリーを飾ろう！ 令和2年12月1日～

※乳幼児親子対象

・画用紙で作ったクリスマスツリーに来館した親子に飾りつけをしてもらう。

・飾りをつけてくれた子どもに、プレゼントを渡す。（先着制）

・コロナ禍で外出する機会が減っているため親子で参加した後は、
写真を撮ってもらうスポットとして活用した。

・小さなお子様でも参加できるように、飾りは折紙などで
事前にある程度作成しておいた。

・実施期間を2週間程度設け、密にならず、
空いている好きな時間に参加できるようにした。

・検温、手洗い、手指消毒、マスク着用を徹底した。

・換気を行った。 ・人数制限をして行った。

・飾りに顔を書いたり、好きなところに貼りつけたりと、小さなお子様にも楽しんでもらえた。

・クリスマスイベントが中止になる中で、思い出を作る良い機会になった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

燕沢児童館 子育て支援クラブ キッズライダー

ママストレッチ＆ヨガ 令和3年3月12日

子どもとできる内容

親子で楽しめる内容で（家でもできるような）ストレッチなどを行った。

密をさけて、間隔をあけて座ってもらいました。

人数を制限して予約制にしました。

親は子どもとともにヨガに集中している方が多く、
楽しで取り組んでいた。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

中野栄児童館 子育て支援クラブ 一期一会

七夕かざりを作ろう 令和3年6月18日
7月16日

（七夕かざりを作る）

家に持ちかえって、かざれるように個別の七夕かざりを作る。

・事前打合せ

・今回はお母さんも楽しめる会にした。

・間隔を空けて、テーブルセッティング

・手指消毒、換気、入口にて検温

・１回の人数を１０名程度にし、
同内容で２回（七夕制作）を行った。

・物のやりとりをしないよう個別にセットした。

・コロナ禍ではあるが、テーブルをセッティングetcの感染対策を児童館の先生と協力して行えた。

・楽しそうに参加されていて、よかった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

原町児童館 子育て支援クラブ みやぎ～の

夕涼みウィーク（共催） 令和3年7月6日～9日

・うちわにハンコやシールを貼りオリジナルうちわ作り

・きんぎょすくい(ペットボトル蓋に加工）コーナー☆ ・たこ焼きビンゴコーナー☆

・ペンギンボーリングコーナー☆ ・しゃぼん玉コーナー☆

☆３ケ所でハンコ（参加で）をもらうと磁石に加工したきんぎょのお土産がもらえる

・広いスペースで行える様にした。

・コーナー毎にしたので、人が１か所に集まらない様に気を付けた。

・児童館内ではなく外でのイベントとしました。

・日程を４日間として人数を決め密にならない様にして多くの方に参加して頂きます。

・参加者にマスク着用し手指消毒して頂きました。 ・飲食コーナーをやらなかった。

乳幼児～小学生までの参加でしたが、皆順番を守って参加してもらえて、
密になる事も無くて、スムーズに行えました。

小学生がお手伝いで入ってくれる子もいて、大人が少人数でやる事が出来た。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

枡江児童館 子育て支援クラブ

本に親しもう 令和3年5月24日

・講師２名をお招きして、
小学生を対象に読み聞かせと手遊びなどをしていただいた。

・広い場所を確保するために、コミセンさんに場所をお借りした。

・椅子を置き人数を制限して、
前半、後半の入れ替え制にして密を避けた。

・子ども達が聞き入っていて、集中できて良かった。

・大人も楽しめた。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

幸町児童館 子育て支援クラブ カラフル

お花を植えよう 令和3年5月31日

児童クラブ児童、どろんこ農園の方、児童館の職員やカラフルのメンバーで

プランターにお花の苗を植えた。

お花の色や植物の大きさなどを工夫した。

＊ 間隔を空けた

＊ 手洗い注意を払った

マンションなどで土に触れる機会の少ない子ども達には、

良い体験になったと思います。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

高砂児童館 子育て支援クラブ ハナミズキ

５月生まれのお誕生会 令和3年5月25日

お誕生日を祝う記念品の作成。

・児童館先生による手遊び。

・ハッピーバースデーの歌を皆で歌う。

・手形をとり、親子で写真撮影。 →色紙と一緒にプレゼント。

・写真撮影スポットの飾り付け。

・お子様の手形と記念写真をご自宅で飾って頂けるよう、
二つ折り色紙と様々な種類のシールを一緒にプレゼントした。

・事前申込、定員制にした。

・参加者のマスク着用。

・手形を取る際に、一人一本筆を用いて絵の 具を塗った。

・お子様の成長を参加者の皆様と共にお祝いでき、
楽しんで頂けて嬉しかった。

・記念品を大変喜んで頂けて良かった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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若林区
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◆ 開催日：

蒲町児童館 子育て支援クラブ さくらんぼ

ねぞうアート 令和2年10月9日

児童館にある、ねぞうアート用の背景を使用させてもらい、
子どもの機嫌を見ながら写真撮影と写真立てを作りました。

・子どもの機嫌で写真をいやがったりするので、
撮影スポットを3か所作って近くで遊ばせてから撮ったり工夫しました。

・写真立ては形をこちらで作っておいて貼り付ける作業のみにしました。

・検温、手洗い、消毒の徹底

・イベントを2回に分けて密をさける

・ボランティアも1か所に1人のみにしてバラバラに配置

・撮影スポットを離して設置

子ども達のかわいらしい姿に私達も癒されました。
「どこにも行けないので、子どもの素敵な写真が撮れていなくて、
今日参加してよかったです。」と言葉を頂きました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：

39



◆ 開催日：

七郷児童館 子育て支援クラブ ななこ

クリスマスツリーをみんなで飾ろう！ 令和2年12月5日
～19日

子ども達にオーナメントを作ってもらい、遊戯室の壁を華やかに飾ってもらった。

活動に参加してくれた子には、クリスマスに合わせてプレゼントを渡した。

（児童クラブの子は先生から、自由来館の子にはゆうパックで配送）

制作に必要な材料と作り方を事前に袋に入れ、迅速に配布できるようにした。

単日の開催ではなく、
実施期間に幅を持たせ、密を避けた。

プレゼントは来館受取ではなく、
こちらから発送する形をとった。

数日間に渡るイベントは初めての開催だったが、
参加者の満足だは高かった。

今後も活かせる形だと考えている。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

古城児童館 子育て支援クラブ きゃっする

タイルでフォトフレーム 令和2年9月17日

モザイクタイルをフォトフレームのフレーム部分に貼って、
自分だけのオリジナルフォトフレームを作る。

・色の配置で悩むと思ったので、仮置きシートの様なものを用意した。

・スムーズに行くように、両面テープを貼っておいて、すぐタイルが付くようにした。

・事前に見本品を児童館に展示してもらった。

・持ち帰り用袋を用意した。

・時間短縮のため、活動時間前から色選びできる人にはしてもらった。

・手指消毒、換気、検温を行った。 ・なるべく間隔を空けて座ってもらった。

・机を壁向きにして、横一列に座れるようにし、
参加者がなるべく向かい合わないようにした。

・色の組み合わせ・並べ方などで悩むと思ったので、
来館した人からタイルを見てもらってどういうものを作るのか イメージしてもらったのは良かった。

・ほぼ100均の材料とは思えないほど素敵なフォトフレームができて満足してもらえた。

・子ども用DVDを用意していたが、なかなかくいつかず、ママべったりの子もいたので、そこはママが大変そうだった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

南材木町児童館 子育て支援クラブ ビーンズ

花壇整備 令和3年6月8日

（幼児クラブさんと一緒に活動）

・児童館の花壇やプランターに花や野菜を植える。

・好きなお花を選んでもらい、自宅でも育ててもらう。

・小さい子でも植えやすいように「軽い土」を購入した。

・使用物、プランター等は先に出して並べておき、
短時間で準備できるようにした。

・屋外での活動にした。

・手指の消毒、マスク着用。

・短時間での活動。

以前は大人だけで花壇整備をしていたが、小さい子ども達に手伝ってもらうようにしたら、
みな楽しそうに土いじりをしてくれ、あっという間に植え替えも終わって助かりました。

春・秋と一緒に活動しています！

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

連坊小路マイスクール児童館 子育て支援クラブ ひつじっこ

洗剤でカラーボトルを作ろう 令和3年3月8日

各自好きな色のカラーボトルを作る。

当日スムーズに行うために事前に家で試してみた。

始まりの時間を2部制にする。

対面に座らないようにする。

短時間で終わる内容を考えた。

それぞれの色合いで見た目がきれいなので、感覚的に癒された。

食器洗い洗剤なので実用的で良いと好評だった。

揺らすと混ざって終うので、持ち帰りは注意しなければいけなかった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

大和児童館 子育て支援クラブ やまこ

七夕飾りキット作り 令和3年7月7日

仙台七夕飾りの手作りキットを、
願い事を書いた短冊と交換で、
地域のみなさんにプレゼントする

手の混んだ飾りはこちらで作り、
子育て中のママでも作りやすいように、
簡単な飾りを手作りしてもらうようにした

飾りをみんなで作らず、各自家での作業にし、
各家庭で作ってもらえるように手作りキットにした

今回は入念な準備で、
昨年より立派な７つ飾りを用意することが出来た

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

南小泉児童館 子育て支援クラブ コスモス

遊びの広場 令和3年7月16日

児童館での「遊びの広場」のお手伝い。

今年度は自粛していました。初活動です。

子ども達の笑顔のため、最高のおもてなし。

アルコール消毒、マスク

児童館の先生方のおもてなし方がとてもすばらしかった。
テーマが「南の島」なので、レイの手作りコーナーやフォトコーナー、
手作りおもちゃなど、子ども達が喜ぶ、思いっきり遊べるスペースを
作っていました。お手伝い出来てとても勉強になりました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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太白区
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◆ 開催日：

芦口児童館 子育て支援クラブ あしっこ

野菜苗育て隊 毎週水曜日
15:40～16:15

学童の有志の子ども達と一緒にミニ畑の野菜の世話を行う。

毎回挨拶から始まり、名札を付け、手入れ等を行う。
あしっこのメンバーはチーフ以外は
有志で2～4人くらいのスタッフとして関わる。

マスク着用、外での活動なので密にはならない。

毎週なので植物の成長の気づきと
子ども達がスタッフの私達への感謝の言葉があり、感動。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

芦口児童館 子育て支援クラブ あしっこ

七夕飾りを作ってプレゼントする 令和3年7月13日

定例会の後、会員で乳幼児親子向けに
15個の七夕飾りを作成する。

手のかかるものは家で作り、各七つ道具の飾りを作る。
袋に入れ、親子が自分で笹に飾れるようにした。

イベントが出来ないのでプレゼントという形で乳幼児親子を応援。

大変だったが、改めて、皆で乳幼児親子のことを思って作ることができた。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

大野田児童館 子育て支援クラブ あゆたん

おさがり会 令和3年6月21日

近隣幼稚園、小学校用品、マタニティ用品、子ども服を
必要とする子育て家庭に向けてお下がり会をしました。

マタニティ用品、幼稚園、小学校用品、アウター、小物、子ども服は
新生児から160までのサイズ毎に仕分けを行い、当日もメンバーが
サイズやデザインを見せながら選びやすくサポートしました。

・事前に時間設定の整理券を配布。当日は1回6名限定、
７分毎でお下がりを選んでもらう事で密を防いだ。

・手指消毒、外での開催。

・整理券配布時に検温チェックシートをお渡しし、
当日含め1週間検温していただきました。

天候にも恵まれ、事前準備、当日の準備もスムーズに出来たので、参加者に沢山おさがりを
持って帰っていただけた。リピーターも多く、楽しみにしていただいていると実感できました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

鹿野児童館 子育て支援クラブ バンビ

七夕まつり 令和3年7月7日

親子さん25組を定員とし募集しました。

仙台七夕セットと、工作(くねくね青虫)作りとお菓子釣りです。

参加者が長時間密にならないように、クラブ会員が自宅で、
七夕飾りを分担して作ってきました。

くねくね青虫も工作担当が7割位作成しセットしてきて、
参加者が手早く出来るようにしました。

お菓子も詰めてきて、釣りをしてもらいました。

検温、手指消毒、マスク、ソーシャルディスタンスで実施しました。

釣り用の竿も1回ごとに消毒しました。

参加した親子さんは仙台七夕飾りを凄いと、とても喜んでました。
くねくね青虫の工作は子ども達が楽しそうに目を書いたりしてました。
コロナ禍の中でどこにも行けず、イライラしてたのが、児童館にこれて
イベントに参加できてありがとうございますと、感謝されました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

郡山児童館 子育て支援クラブ えだまめ

大型絵本読み聞かせ 令和3年3月3日

静かに絵本を楽しむ時間を。

児童クラブの1～3年生を対象に。

本のタイトル 「あかちゃんうまれた日」 「おっとあぶないかわのなか」

日頃は読まないだろうなと、思う内容の本と、楽しい内容の本を
組み合わせて選んでます。以前は大型絵本でしたが、プロジェクターを、
使うと「大型」ではではない本も選べるので、選択の幅が広がってとても良いです。

・子ども達が離れて座れるように1～3年生対象にした。

・読み手も離れて座り、マイクは先生が持って移動。

・マスク、換気、消毒など通常行うべき事をしました。

R2年はなかなか思うように活動が出来ない中、やっと実施できたので嬉しかったで
す。R2年3月の企画だったのですが、1年越しで開催できました。子ども達も真剣に
聞き入ってくれました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

金剛沢児童館 子育て支援クラブ きらりっこ

音楽療法 音楽に合わせて楽しく動いてみよう 令和3年6月17日

講師の先生にお願いして、いろいろな楽器を使い、自分達も触ってみて、楽しみました。

コロナ禍で参加人数の制限、5組限定にしましたが2組参加、少し寂しかったです。

・間隔をあけて座った。

・手指消毒、熱の計測。

・換気をした。

参加した幼児は笑顔で楽器を触って演奏したり、楽しそうでした。
たくさんの幼児に参加してもらえたらなぁと感じました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

長町児童館 子育て支援クラブ おだづもっこ

防災クイズ 令和3年6月9日
・6月23日

いざと言う時の為に楽しくクイズでお勉強

1年生2年生でも分かりやすい言葉を使うこと

クイズは壁に貼り出す。解答は箱に入れてもらうなど、
直接子どもと会うのは始まりと終わりの20分ずつ。

2回に分けてクイズを出したが、通して92名の参加。みんな楽しみにクイズを解いてくれてる。

新しい知識を子どもから大人へと伝わるといいなと思う。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

太白マイスクール児童館 子育て支援クラブ ポピー

かんたん！楽しい！デコパージュ 令和3年6月28日

(地域に児童館だよりで3組の親子を募集)

白いマグネット2個にデコパージュをして楽しむ

児童館と相談し、子どもの遊ぶスペースを作り、
会員が託児を担当。

・ロの字形にテーブルを並べお話もできつつ、
間隔を十分に取れるようにした。

・手指消毒、換気、扇風機を回した。

もっと大きなとのにも挑戦したかったが、時間短縮のため、
今回はマグネットにしたが、小さい円形のデザインを考えるのは、
とても楽しく、それぞれお気に入りのものが作れた。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

長町南児童館 子育て支援クラブ ぴいす

花植えをしよう 令和3年6月5日

児童クラブの児童と一緒に児童館前花壇の花苗植えをする。

スムーズにいくように、花苗を事前に準備した。

屋外で行った。参加児童数が多くならないよう
土曜日の児童クラブ利用児童と行った。

事前に準備をしたので、短い時間で植替えができた。
苗の植え方を教わりながら児童が楽しそうに植えていたので良かったです。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

西多賀児童館 子育て支援クラブ

レジン・アートバルーン

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

西中田児童館 子育て支援クラブ エルフィン

キャンドルナイト2020
(地域の行事に児童館と共催て参加)

令和2年11月28日

キャンドルにする紙コップに事前に赤、黄、緑色の色付けをし、
児童館のシンボルマーク(くりまる)を作成。地域活性の団体として参加。

・参加団体の小学校、中学校、放課後子ども教室、民生委員の方々と
協力し、今回の会場担当の小学校校庭で間隔をあけ、外で開催。

・キャンドル用紙コップ200個以上を会員と協力し、配置を考えて設置。
その後、キャンドルに火を灯し、消火、片付け。

＊この行事とは別日にコロナ終息を願い、会員で作成したプラ板ホルダーを
児童館に来所した幼児や児童に配布した。

事前の検温チェックシートによる健康観察、手指消毒、来場者の検温、
チェックシート記入、会場内の一方通行等、参加団体の方々と協力し、
当日は受付で検温担当をした。

昨年は、コロナ禍で例年の企画している行事が開催できず、
地域と児童館と共に2度目の参加でした。夕方から夜までの盛大な
行事に参加し、各ブースに灯したキャンドルがとても綺麗でした。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

東中田児童館 子育て支援クラブ パンプキン

パンプキンデー「ストレッチでリフレッシュ」 令和3年3月2日

バランスボールを使ったストレッチ

子ども同伴の参加者もいたので、遊べるスペースを確保した。

・密にならない様、講師の先生にもお願いした。

・手消毒、換気を、行った。

・楽しかった、気分転換になった。

・使っていない筋力を使えた。

・意外にハードだった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

東長町児童館 子育て支援クラブ きしゃぽっぽ

トマト狩り 令和3年6月1日

3日

地域に根付いている相澤農園様
(小学校の給食などにも提供されています)の協力を得て、
旬のミニトマトを収穫させていただく。ミニトマトの育成、取り方、
親子のコミュニケーションを通して楽しく身に付ける。

今回で4回目だが、密を避け、2グループにわけてイベントを行った。
相澤農園様にご迷惑が掛からないように、コロナ対策の徹底。

メンバーの人数を2グループに分ける。ハウスに入る時の消毒、
マスク着用(大人)、ミニトマトを狩る時間を30分にする。
ハウス内での飲食禁止、大人は手袋も使用。

コロナ対策をきちんとした上ではあるが、心良く受けていただきとても有り難かった。
ハウスの中で取り立てを食べることは出来なかったが、たくさん収穫、持ち帰って
味を楽しめて子ども達がとても楽しかったようだ。
コロナだが、親子で体験できて良かった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

向山児童館 子育て支援クラブ デイジー

デイジーさんのお話会 令和3年6月17日

児童クラブ1～3年生対象、絵本の読み聞かせ

空間が広いので、大型絵本を準備した。

・担当者は2名とした。

・手指消毒、換気を行った。

・広い遊戯室を使い間隔をあけて座った。

コロナ禍の対策として昨年から月1回行っていますが、
毎回喜んでくれふので、担当者も楽しみながら活動しております。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

八木山児童館 子育て支援クラブ メイメイ

木のおもちゃで遊ぼうⅠ(ワン) 令和3年6月16日

乳幼児のお子さんがいる親子さん対象の活動。

木の素材にこだわった安心・安全なおもちゃで遊ぶ。親子が楽しく遊ぶ。

1種類のおもちゃだけで遊ばないようにメイメイ会員が
いろいろなおもちゃを紹介しながら一緒に遊んだ。

・木の素材は消毒液の使用が出来ないためサロンの前後に
水をかたく絞ったタオルでよく拭いた。

・そのこともあり、参加者全員が手洗い、手指消毒、換気をおこなった。

・間隔をあけて遊んだ。 ・時間短縮でおこなった。

・参加親子(6組)とメイメイ会員(4人)の人数を制限した。

・今回のサロンの目的である木の触感や木の音を感じながら遊ぶことができた。

・親子が一緒に楽しく遊ことができた。

・お母さん同士が親しくなった方もいて良かった。

・児童館の先生にも協力していただき、おもちゃを使って読み聞かせも出来て、楽しかった。

・参加親子の人数制限があるため、他の親子さんにも遊んで欲しいので、
また、おもちゃで遊ぶサロンを行いたいと思います。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

八木山南児童館 子育て支援クラブ 「こあら」

クリスマスリース 令和2年12月10日
幼児クラブ

12月18日
児童クラブ

昨年クリスマスリース作りを幼児クラブと児童クラブで行った。

人数を制限し、消毒スプレーをこまめに使っておこなった。

狭い遊技室なので、離れ密にならないようにというのも大変でした。

殺菌のためのスプレー、シート非接触体温計を購入し、
集まる時はいつも使用している。お茶会は、止めてる。

例会では、決議事項をあたふたと話し合い、かなり短時間なので余裕のない感じ

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

中田児童館 子育て支援クラブ ぱお

あれこれおしゃべり＆リース作り 令和2年12月7日
～11日

・子育て中のお母さんを対象にしたリース作成

・事前にリースの作成方法の講習を受けた支援クラブメンバーが作り方を
アドバイスし、側で子どもを遊ばせながら、ママはおしゃべりを
楽しむ事が出来る活動

・大人数を集めての開催は✕だったため、少人数の完全予約制にした。

・支援クラブメンバーも、各日2名ずつの当番制にし、
作り方をアドバイスする方とお子さんの見守り担当が出来るようにした。

・日にちと時間を分けて少人数予約制

・広い場所で換気をしながら。

・前後の血指消毒、使用する道具等の消毒

・5日間の当番制にする事で、支援クラブメンバーは無理なく活動に参加する事が出来た。
事前講習も楽しむ事が出来た。

・参加者はお子さんの様子が見える場所でおしゃべりを楽しみながらリース作りに集中する
事が出来た。本格的なリースだった為、完成品にもとても満足いただき、好評だった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

人来田児童館 子育て支援クラブ ひとっきー

親子ヨガ 令和2年6月26日

ヨガ

キッズスペースを作った

・募集人数を決め密にならないようにした

・間隔をとった

・手指消毒、換気を行った

遊んでる子ども達の見守りを参加者、子育て支援メンバーで行いながら
皆で体を動かし心も体もリフレッシュできたと思います。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

湯元児童館 子育て支援クラブ ひまわり

AKiuチルドレンズアート…光と風のモビール… ①令和2年10月24日
～31日

②令和2年11月1日
～23日・秋保町内在住の幼児～大人まで木の端材に、好きな色を塗ってもらい、

最終的にアートとして完成させ、佐々木美術館、天守閣自然公園内で展示
(アート監修は佐々木美術館へ依頼)

・材料等はこちらで用意し、各校にお渡しし、後日回収。

・会場移動し、ライトアップ会場にモビール作品移動設置。

・参加賞として秋保に住む動物スタンプマグネットを作成配布。

・子ども会と合同行事とし、学校や保育所、幼稚園、地域の方々等、
幅広く秋保の皆さんにご協力頂いた。

・佐々木美術館ツリーハウスのところに展示。
屋外なので密にならずに作品を観ることができた。

・材料は秋保の木材や竹など自然素材をと企業や作家さんに声がけし
材料提供してもらいました。

・各学校単位で作業をお願いしたので集団での接触なく、作品パーツ作成。

・展示会場は屋外。・当日会場でもマスク、手指消毒。

・どうぶつスタンプワークショップで順番を待つ際、間隔を空けて並んでもらう誘導マーク設置。

・子ども達の自由な色塗り素敵な作品が多かった。

・4mほどになる一つの大きなモビール作品をたくさんの人に見て頂けて、
秋保のみんなの力でイベントが開催出来て良かった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

柳生児童館 子育て支援クラブ めんこいっちゃ

ちびっこハロウィン 令和2年10月23日

支援クラブ、市民センター、児童館共催で乳幼児親子対象に催した。
スタンプラリー形式で、ゲーム、工作、遊びのコーナーをまわり、
楽しんでもらう。支援クラブとしては、工作コーナーを担当した。

・コーナーで密にならないよう、テーブル1台での人数を制限。

・広い体育館を全面使用。

・工作は事前にセットして、すぐに出来上がるように準備した。

検温、アルコール消毒、人数制限20組、来館チェックリスト記入、
使用したハサミ、のりはその都度消毒、常時換気

・久しぶりのイベントだった為か、参加された親子は嬉しそうに
楽しんでいただけた様でした。

・手伝いの私達も皆、楽しかったとの声が多くありました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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泉区
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◆ 開催日：

泉ヶ丘児童センター 子育て支援クラブ ガオーズ

親子でスポーツ「ファミリーバドミントン」 令和3年6月19日

・親子を対象にスポーツ活動

・参加親子4組

・各チーム総当り

・事前に「バドミントン・ダブルスコート」を2面、ネットを設置する。

・スコアボードの作成等をした為、スムーズにプレーに入られた。

・新型コロナウィルス・感染症予防の為、事前に参加者を募集し、
確認書兼同意書を配布回収し児童センターで受付した。

・検温、手指消毒、換気を行った。

・マスクの着用、大声を出さない様注意。

・ラケット・羽根も初めての人達が多かったが、すぐに慣れてプレーし大変喜んでいました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

市名坂児童館 子育て支援クラブ ぷりん

みそを作ろう！ 令和3年6月15日

〈日本の食文化を代表する「みそ仕込み」〉

蒸した大豆をつぶして塩と麹をまぜて半年寝かせて出来上がり

・材料を小分けにし、小さな子どもも参加出来るようにした。

・検温、マスク着用、手指消毒、換気を行い感染対策をして実施

・テーブルの間隔をあけて座った。

・材料をビニール袋に小分けした。

・コロナ禍の中、交流を持つ機会も減り、
こういった機会を作る事が出来て良かった。

・初めてチャレンジする人も多く笑顔が広がる行事になった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

北中山児童センター 子育て支援クラブ キッズナウ

おり隊！折り紙指導「どんぐりともみじ」 令和2年10月19日

・月に一度、児童クラブ低学年の児童対象に折り紙を指導する。

・季節にあった内容の折り紙と、その折り図を作成。

・当日は、職員の方々と共に、折り方のわからない児童に教えていく。

・完成した折り紙は持ち帰って飾ってもらう。

・児童にスムーズに折ってもらえるように、細かなパーツや材料を事前に準備しておく。

・事前準備日に折り方の練習を行い、児童に説明できるよう折り方を覚えておく。

・参加者全員マスク着用、指先消毒、使用する備品の消毒、換気を行った。

・参加人数を制限し、少人数で行った。

・児童の席は間隔をあけて座ってもらった。

・各机に折り図をコピーして貼り付けた。

・おり隊！の折り紙指導を通して、児童に折り紙の素晴らしさを伝えながら、
会員も楽しく活動出来ている。

・児童から「ありがとうございました！」と元気にお礼の言葉をかけてもらえたり、
感謝の気持ちとして折り紙で折ったチューリップを頂戴したり、心温まる交流もあり、
児童に喜んでもらえている活動となっている。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

黒松児童館 子育て支援クラブ

みんなで花壇整備 令和3年6月22日

・児童館の花壇に花苗植え

・子支ク 1組・2組合同

・幼児親子対象

・幼児参加もできるよう、
ポットを植える場所に置いて、 レクチャー後に行った。

・屋外であったが、間隔をあけて行った。

・苗植用のスコップは参加者に1個ずつ配れる数を用意した。

・前後の手洗い、消毒を行った。

・幼児以外はマスク着用で行った。

・会話を少なくしたが、それぞれが同じ苗を植えることで
「一緒にやった。できた。」と感じていただけた。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

向陽台児童館 子育て支援クラブ

クリスマス フラワーアレンジメント 令和2年12月19日

・小学生対象にクリスマス用のフラワーアレンジメントを作る。

・アレンジメントだけでなく、簡単なクリスマスカードも作って、
セットでお持ち帰りしてもらった。

・換気のため窓を開けておく。

・消毒、マスクの着用。

・机の距離をあける。

・クリスマスカードの材料等は共有せず、
一人分ずつ材料を準備し配布。

・例年大好評で、申し込み開始日には定員に達してしまうくらい、人気の行事です。

・今年度はコロナ禍の中唯一の活動だったので、参加者もスタッフもソーシャルディスタンスに
気をつけながら、とても楽しく開催することが出来ました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

将監児童館 子育て支援クラブ キラキラ

ひなまつり トピアリー作り 令和3年2月17日

・乳幼児親子対象にひなまつりに飾れるトピアリーを作る。

・材料を限定して、道具と材料を事前にキット化して参加者に配った。

・お母さんが製作に集中できる様に、
同室内に子どもが遊べるスペースを作った。

・例年よりも広い部屋で、参加人数を減らし間隔をあけて実施した。

・手指消毒、換気を行った。

・時間短縮のためキット化した。

・飲食禁止のため例年実施しているお茶会を中止し、
親子それぞれにお土産とお菓子を用意した。

・キット化のお陰でスムーズに完成した。

・季節感があり、飾るだけで部屋が華やいだと好評だった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

将監児童センター 子育て支援クラブ しゃぼん玉

幼児クラブ はじまり会 令和3年6月2日

・幼児クラブはじまり会に参加、アンパンマンパペットを発表する。

・事前に練習会をしました。

・マスク着用、手指消毒。

・幼児親子との距離をとる。

・昨年は実施出来なかったので、今年は参加でき良かったと思います。

・子ども達の大好きなアンパンマンなので、喜んでもらえてうれしかったです。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

松陵児童センター 子育て支援クラブ

ゲッケロコンサート 令和3年6月19日

・対象は幼児、小学生から大人まで。
誰でも楽しく音楽に親しんでもらう。

・手配は児童センターの先生にお願いし、謝金をこちらで負担した。

・広報は児童センター便りと口コミで行った。

・曲目も、皆が知っているものを中心に選定していただいた。

・受付時のチェックシート記入。

・座席の間隔を十分とる。

・前後に会場の消毒をする。

・子ども達が大変楽しそうだった。

・大人も十分楽しめた。

・片付けの人数が少なく、時間がかかった。
(消毒などを丁寧に行うため)多めの人数が必要だと反省が上がった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

住吉台児童センター 子育て支援クラブ

ママサロン 令和3年6月4日

・大型バルーンで触れ合い遊び

・子育て中のお母さんが親子で触れ合いリフレッシュできるような活動をする。

①呼吸を合わせる。

②肩幅に両足を開く。

③バルーンをしっかり両手でつかむ。

④号令に息を合わせる。

・ソーシャルディスタンス、マスク着用、手指消毒。

・体育館内の換気(常時解放)

・ペットボトルで水分補給

・乳児を抱えたままで参加の方、楽しかったとの声もあり、良かった。

・2～3才の女児親子、バルーンから出たり入ったり座ったり、「スクワット」「歩行」に大喜び。
カラフルなバルーンが風をはらみ「楽しかった！」とニコニコの様子に。

・共に運動不足解消と、一体感を味わう事が出来た。

・支援クラブの活動にも興味を持って下さった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

高森東児童センター 子育て支援クラブ

ウェットティッシュケースをデコろう！ 令和3年7月12日

・子育て中のお母さん対象の活動

・ウェットティッシュケースに布やレースを貼ってデコレーションする。

・事前にパーツを準備し、参加者が短い時間で作れるように工夫した。

・児童館の先生方と協力して、子どもさんの見守りを行った。

・テーブルの間隔を充分にとった。

・検温、手指消毒、換気を行った。

・時間が長引かないよう、1時間以内に作り終えるように準備した。

〈参加者アンケートより〉

・思っていたより、とてもステキに出来て良かったです。

・子どもと離れて集中して作れたので楽しかった。また参加したいです。

・スタッフで事前に何回も試作したので、参加者に適切に教える事ができて良かったと思います。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

長命ヶ丘児童センター 子育て支援クラブ

お話隊がやって来た！(冬のお楽しみ会) 令和2年12月1日

乳幼児クラブさん対象の活動

①毎年、支援クラブが中心になって子ども達に出し物を見せている。
今回は「南の島のハメハメハ大王」のCDに合わせたフラダンスを披露した。

②パネルシアター「まあるいたまご」

③手作りしたプレゼントをサンタさんに渡してもらった。

①フラダンス用のスカート、髪飾り、首飾りを身につけてにこやかに踊った。
子ども達が喜ぶように、大王には職員の方になってもらった。

②子ども達に問いかけるようにお話しをした。

③プラバンで子ども達の手型やアンパンマンのキーホルダーを作り、
それを厚紙で作ったツリーに飾り付けしたものをプレゼントにした。

・マスク着用、手指消毒をし、密にならないように
親子さん達の座るマットを少し離して敷いた。

・今回はコロナ禍で出し物の練習をする場所や時間があまり無かったが、
会員が協力して動き、例年のように出来て良かった。

・参加してくれる親子さんが年々増えてきていて嬉しい。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

鶴が丘児童センター 子育て支援クラブ

子どもの杜①「ボンクラーズのおたのしみコンサート」 令和3年6月15日

・鶴が丘保育所、松森市民センター、鶴が丘児童センター3館共催事業。

・今回は児童センターが担当で子育て支援クラブがお手伝いしました。

・ポヨヨン行進曲に合わせて、体操、手遊び、動物当て、おたのしみコンサート。

・行事当日の手伝い

・閉会の挨拶

・ボンクラーズに謝礼金を渡しました。

・親子とも検温、体調確認。

・手指消毒、換気を行った。

・間隔をあけて座った。

・コロナ禍の中で久しぶりに親子で楽しむゆかいなコンサートを見る事が出来ました。

・あっという間の30分、もっと長く見ていたかった。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

寺岡児童センター 子育て支援クラブ きゃろっと

「心をやさしくする絵本のとびら」 令和3年7月12日

絵本セラピスト 村松由里子先生による 絵本セラピー

・絵本読み聞かせ

・グループトーク

・寺岡・紫山地区社会福祉協議会、
寺岡児童センター きゃろっとの共催行事として、
広く募集を行って開催した。

・受付での名簿の連絡先確認。

・検温、手指消毒、換気。

・座る場所も距離を確保してシートを配置。

・大人も絵本を読んでもらうことの心地良さを再認識した。

・絵本を選ぶ視点が広がった。

・同じ絵本でも人によって、年代によって感じることは違うものだと思った。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

七北田児童センター 子育て支援クラブ はっぴー

小正月つるし飾りを作る会 令和3年1月9日

・例年行っている『もちつき・だんご木の会』に代えての行事

・お正月のおめでたい小物を付けた『つるし飾り』を作った。

①松竹梅・富士山・鯛などのパーツ、今年の干支にちなんだパーツには、
自分の願いや抱負を書きこんで、子ども達が一人ひとつずつつるし飾りを作り、家で飾るように持ち帰る。

②小正月についてのお話を紹介した。

③伝統的なだんご木を紹介し、飾りつけをした。

・低学年の子ども達でも作業しやすいように、パーツを作っておいた。
その他の材料もあつかいやすいように下準備をしておいた。

・伝統的な『たんご木』にはミズキを用意し、
飾りものも昔から伝わるものをつけるようにした。

・それぞれの「いわれ」も簡単に説明した。

・人数制限 ・作業スペースの間隔確保

・用具の共有を減らし、使う場合はその前後に手指消毒をしてもらった。

・手作りの良さが感じられるかわいい飾りが出来て、子ども達がとても嬉しそうに持って行く姿が見られた。

・親子参加も多く、小さい子達も楽しそうに作っていた。

・伝統飾りにも興味を持ってくれて、飾るのを喜んでやっていた。

・人数分の小物パーツを準備するのは大変だったが、人手があったので出来たと思う。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

南光台東児童センター 子育て支援クラブ フルーツバスケット

ママのリフレッシュタイム 令和2年9月11日
・ 11月20日

・乳幼児親子のママを対象に実施

・子育ての手を休めて、気分をリフレッシュしてもらう。

・手作り手芸など。

・一人分ずつキットにして用意 ・各々好きなようにアレンジ

・助けが欲しい時だけお手伝い。 ・託児

・作業テーブルは間隔を空ける。

・大人はマスク着用。 ・手指消毒。

・子ども用おもちゃ、テーブルも消毒。

・楽しかった。

・自分だけで何か作ったりとかできないので、キットがあって良かった。

・色合わせや飾りを、皆さん工夫されていた。出来上がりを喜んでもらえた。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：

9月：マスクケース作り

11月：クリスマスガーランド作り
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◆ 開催日：

虹の丘児童センター 子育て支援クラブ

破牙神ライザー龍 防災教室 令和3年7月15日

・乳幼児親子さん対象

・RYU PROJECT 破牙神ライザー龍さんと一緒に
パネル等を使って、災害時の対処法を教えて頂く。

・コロナ禍でのイベントになったので、人数を制限(15組)して、
座っている場所を離して(密を避けて)の催しになった。

・来て頂いた龍さん達に、参加人数が少なくても大丈夫という
お話を頂き助かりました。(9組の参加でした)

・間隔を空けて座ってもらう。

・手指消毒、検温、換気を行った。

・1・2才児のお子さん達は、ヒーローが怖いという事で最初2組しか申し込みがなかった。

・最終的には9組になり、パパ達も参加してくれたり、
幼稚園をお休みして龍さんに会いたいと言ってくれた子もいて、喜んでくれてよかったです。

・防災のお話もパネルを使い、分かりやすい説明で良かったです。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

根白石児童館 子育て支援クラブ さくら

幼児クラブ始まり会(封筒クラフト) 令和3年5月20日

・幼児クラブ始まり会で、さくらクラブ出演

・封筒クラフトのマジックショーをする。

・ケコミを使って、幼児との距離を十分にとって活動する。

・なるべくケコミから出ないように活動した。

・子ども達が喜んで参加してくれて、
やっぱり活動してよかったと思いました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

南中山児童センター 子育て支援クラブ ひまわり

クリスマスリース作り 令和2年11月28日

・小学生対象の活動

・クリスマスリースを作る。

・スムーズにいくように、事前にある程度作っておいた。

・見本を一つ作り、イメージがわきやすいようにした。

・遊戯室で行い、十分な間隔をあけて座った。

・手指消毒、検温、換気を行った。

・人数を少数に制限した。

・少ない予算でも見栄え良くでき、子ども達も満足していた。

・いろいろな種類のかざりを用意したので、選ぶところから楽しんでくれた。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

八乙女児童館 子育て支援クラブ

防災講座「赤ちゃんの命を守るために」 令和3年1月22日

・乳幼児親子(0～1才児) 対象

・震災から10年、日頃から備え・意識を若い世代に伝えるため。

・赤ちゃん・保護者の備蓄品や使い方を講師を招いて講話、
デモンストレーションを行った。

・定員を設け、事前申し込み(コロナの対応ルールに従う)

・講師側の配布物は予め1組分ずつシートに入れておいた。

・講師側と参加者は間隔をあけた。 ・参加者は1組ごとのスペースを確保した。

・入館時の手指消毒、会場の換気。・乳幼児の託児は無し、見守りのみ。

・会場を広い部屋にした。 ・支援クラブ、講師の人数制限。

・参加者より「改めて震災への備えについての話が聴けて、大切さを実感できた」などの感想があり、
講師との事前準備もあったが、開催してよかった。

・乳幼児世帯に必要な事なので、継続して開催したい。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

館児童センター 子育て支援クラブ

花壇作り 例年3年6月17日

・玄関前のプランターに夏の花苗を植える。

・花の色を何種類か取りそろえて、
プランターが華やかになるようにしました。

・屋外での作業でしたが、マスク着用で行いました。

・西側の玄関が華やかになり、とても明るくなりました。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

高森児童センター 子育て支援クラブ モリーのこりすたち

パーソナルカラー講座 令和2年12月

・パーソナルカラー講座を実施

・距離をとり、参加者へフェースシールドを支給。

・好評につき、今年度も12月に開催予定。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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◆ 開催日：

南光台児童館 子育て支援クラブ たんぽぽ

『お花を植えよう！！』 令和3年5月24日

・児童館に来館している1・2年生 希望者10名

・プランターに土を入れ、マリーゴールドを植えて、児童館の前に飾る。

・昨年、プランターと土とスコップ(児童分)を購入してあり、プランターには
児童館の先生が「子育て支援クラブたんぽぽ」と、シールを貼って下さってました。

・土はプランターの中に先に入れて準備し、スムーズに行くようにした。

・マスク着用、手指消毒。

・1つのプランターに間隔を空けて、二人で植えることにして密にならないようにした。

・一人ひとりにスコップを渡して、使い回しをしないように気をつけた。

・この日は運動会の振替休日でした。来館している子どもはいつもより
少ないとのことでしたので、子ども達は楽しそうに植えていました。

・児童館の先生に伺うと、子ども達は積極的に水やりをしてくださっているとのこと。
土に触れ合うことの大切さを知って欲しかったので、良かったです。

活動内容：

工 夫 点 ：

コロナ対策：

活動の感想：
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