
★サロン室・園庭開放 (月)～(土) ※予約不要 

(サロン室) 10:00～12:00 13:00～15:00 

(園庭)   11:00～12:00  13:00～15:00 

★りすちゃん Day (月３回）※予約不要 

 ０歳児のお友だちの遊びの広場です♪ 

♦うさぎちゃん Day (月３回) ※申込制 

１、２歳児のお友だちの遊びの広場です♪ 

♦リフレッシュタイム  ※申込制 

 ・コサージュ作り (２月)   五十嵐 麻合子 氏 

 ・親子でリトミック (３月)  松本 由美子 氏 

♦育児講座 ※申込制 

・食事の講座 (１月、３月) 

・離乳食講座 (２月) 

講師：国見ヶ丘せんだんの杜保育園 栄養士 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青葉区地域子育て支援センター・支援室からの 

       お知らせ 早春号 

青葉区内には、6 ヶ所の保育園・保育所に地域子育て支援センター・支援室が併設されています。各支援セ

ンター・支援室では、支援室や園庭の開放、行事を予定しております。親子が安心して遊べる場、子育ての情報

のお知らせなど、子育てのお手伝いをさせていただきたいと思っています。是非、ご利用下さい。 

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、活動内容が変更になる場合がありますので、詳しくは各施設に

お問合せ下さい。 

※このお知らせは仙台市メール配信サービスで配信されます。左記の QR コードをご利用下さい。 

 

＊＊ 地域子育て支援センター・支援室のご紹介 ＊＊ 

※ご利用や申込みは各施設にお問合せ下さい。 

◆印 申込みや登録が必要です。 ★印 申し込みはいりません。 

 
国見ヶ丘せんだんの杜保育園 

地域子育て支援センター 

青葉区国見ヶ丘７丁目 141-9 

   TEL 277-1155 

 

ワッセ森のひろば保育園 
地域子育て支援センター 

青葉区北根黒松２番８号 

TEL 233-0190 

 

◆支援室開放（前日の 10 時～16 時による予約制） 

9:30～10:30 / 10:40～11:40 / 14:50～15:50 

同じ時間帯にグループ同士２組までの利用が可能 

★園庭開放（予約はいりません）月～金 11 時～15 時半 

※お家でも簡単に出来る楽しい工作キットも用意しています。 

★電話相談（受付時間 10 時～15 時） 

※上記の電話番号にて、子育ての悩みや不安など、お気軽にご相 

談ください。 

◆育児講座＆ともだちひろば（申込制） 

・１/６ 「お正月遊び」 

お正月ならではの遊びや紙コップけん玉作りを用意しています。 

・１/１２、１３「食事講座」 

今回は、栄養士から親子で出来る簡単なクッキングや製作、保 

育園の給食など見ていただいたりする内容となっています。 

食事講座は２月１５、１６日も予定しています。 

・１/１５ 「１月生まれのお友達の誕生日会」 

・１/２０ 「赤ちゃんひろば」 対象：４か月～１１か月  

誕生日会、赤ちゃんひろばは毎月行っている行事となります。 

・１/１８ 「親子ビクス」藤林優香子氏  

・１/２６ 「バッグ作り」バッグ作りは２月１７日も予定して 

います。 

・１/２７ 「感触遊び」 

・２/１２ 「わらべうた」大竹純子氏 

・２/２４ 「指ヨガ＆リフレクソロジー」八鍬裕子氏 

 

 

 

 

 

 

活動の日程や内容については、毎月発行の 

おたより「もりのこらんど」やホームページ 

でご確認下さい。 

 



 
◆支援室～おちあい・ほっとサロン開放～（予約制） 

9:１５～12:00 
月・金 対象 1・2 歳のお子さんと保護者 
火・木 対象 0 歳のお子さんと保護者 
水曜日 対象 0～2 歳のお子さんと保護者 
13:15～15:00 
月～金 自由来所 対象：0 歳～就学前まで 

★園庭開放（予約はいりません）月～金 11:30～15:30 
♦訪問相談 ℡０９０－９５３１－４８１８ 

保育士がご家庭にお伺いして、遊びの紹介や子育ての悩み
を一緒に考える等子育ての相談をお受けします。 

 ◆オンライン子育て相談  
1/18（月）からオンラインでの相談を始めます。 

◆育児講座（申込制） 
・1/１３ 「子どもの歯のはなし」 

宮城総合支所 歯科衛生士 
・1/２７ 幼児食講座 落合保育所 栄養士 
・２/９  「音楽遊び」 子育て応援隊ピンポンパン 
・２/１７ 離乳食講座 落合保育所 栄養士 
◆ほっとちゃんタイム（申込制） 
・1/21 ・1/22「作って遊ぼう」～くるくるゆきだるま～ 

 ・２/18・２/22「作って遊ぼう」～おひなさま～ 
 ・３/８ ・３/９ 「大きくなった お祝い会」 
 

※西花苑たんぽぽホーム地域相談員，相談日があります。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

仙台市桜ケ丘保育所 
地域子育て支援室 

青葉区桜ケ丘８丁目１番２号 

TEL ０8０-1671-1920 

 

 

支倉保育所 
 地域子育て支援センター 

青葉区支倉町２番３５号 

   TEL 261-3278 

訪問相談 090-2270-5190 

 

落合保育所 
地域子育て支援センター 

青葉区落合２丁目 12-7  

TEL 391-1525 

訪問相談 090-9531-4818 

 

◆支援室グループ開放（登録制） 
月～金 9:30～10:40 10:50～12:00 13:15～14:45 
年齢別登録制のグループ開放を実施しております。詳細はお
問い合わせください。 
対象 就学前のお子さんと保護者 4 組 
※随時受付けます。 
※グループ開放の登録をしていない方でも、支援室を利用さ
れたい時は、ご連絡ください。利用したい時間が定員に満た
ない場合、お休みの方がいる場合には、ご希望の時間で支援
室を利用していただくことができます。 
★園庭開放（予約はいりません）11:00～15:00 
♦オンライン子育て相談 
 1/18（月）からオンラインでの相談を始めます。 
◆育児講座（申込制） 
・1/13 子育て講座 ～乳児編～ そねやすこ氏 
◆さくらんぼのつどい（申込制） 

・1/29   鬼のお面を作ろう 
・2/25   ひな人形を作ろう 
・3/ 9    大きくなったねの会  ～乳児編～ 
・3/10    大きくなったねの会   ～幼児編～ 
※2 月 19 日は立町たんぽぽホーム地域相談員さんが来室

し、発達相談会を開催します。 
 

はぐくみ保育園 
地域子育て支援センター 

青葉区落合４丁目 1-10 

   TEL 391-8988 

 

♦支援室開放 
(予約制) 9:30～10:30 11:00～12:00  

13:00～15:30(予約はいりません) 
 月・水 対象：0 歳児のお子さんと保護者 
 木・金 対象：1・2 歳児のお子さんと保護者 
★園庭開放 (予約はいりません) 

月～金  11:00～12:00 14:30～15:30 
♦育児講座 (申込制) 
・1/25(月)「羊毛フェルトでコースターを作ろう」  

講師 佐藤 芽 保育士 (はぐくみ保育園) 
♦子育てサロン (申込制) 定員 5 組 
・よちよちサロン Ⅲ期 1～2 月 全 5 回 

対象：概ね 4 ヶ月～8 ヶ月の親子 
足型アートや栄養士、看護師の講話等を予定して 
います。 
♦もっとうきうきタイム 自由来園の中で行います。 
・1 月  鬼のお面を作ろう 
・2 月  お雛様飾りを作ろう 

※支援室開放(自由来園)は、毎週火曜日の 9：00 

から次週の一週間分の予約を受付けております。 

※詳しくは、お便り、ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

★支援室開放 
（予約はいりません。10 組まで遊べます。来所時，定
員になっている場合はお断りすることがあります。） 

9:30～11:30  13:00～15:00 
    ※年齢ごとの開放を行っています。 
★園庭開放 （予約はいりません） 

月～金 11:00～16:00 土 11:00～12:00 
◆赤ちゃん広場（申込制） 

対象：0 歳の赤ちゃんと保護者 
♦子育てサロン（申込制） 

対象：１歳 2 か月～2 歳 10 か月のお子さんと保護者 
♦訪問相談 ℡０９０－２２７０－５１９０ 
 ご自宅に保育士 2 名で伺い，遊びの紹介や子育ての相

談に応じることができます。グループでの相談もＯＫ
です。 

♦オンライン子育て相談 
 1/18（月）からオンラインでの相談を始めます。 
◆育児講座（申込制） 
・1/１９ 「親子遊びの会」大竹純子氏 
・1/２０ 「親子ビクス」 島貫照美氏 
・２/ 9   「音楽コンサート」 ママさんバンド  

ピロロさん 
★手作り玩具キット配布 

 支援室，園庭でキットを配布しています。（月～金 

9:00～15:00）毎月，内容を変えて用意しています。 

※立町たんぽぽホーム地域相談員，相談日があります。 

 


