
 

★サロン室・園庭開放 (月)～(土) ※予約不要(5 組まで) 

(サロン室) 10:00～12:00 13:00～15:00 

(園庭)   11:00～12:00  13:00～15:00 

年齢ごとの制限はないので，お気軽に遊びに来て下さい♪ 

♦りすちゃん Day (月３回) ※申込制 

 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♪ 

  ふれ合い遊びや手遊び，制作などを行います。 

♦育児講座・リフレッシュ講座※申込制 

・離乳食講座・・・７月１５日(木) 

・食事の講座・・・８月１９日(木) 

・ポーセラーツ・・・7 月２０日(火) 

★育児相談 

お電話やＨＰ、来園にて伺います。お気軽にお問い 

合わせ下さい。(☎277-1155・FAX277－1146) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3 年 青葉区地域子育て支援センター・ 

支援室からのお知らせ 夏号 

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おり，各支援セン

ター・支援室では支援室の開放と園庭の開放，講座や行事を予定しています。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。 

今回は７～９月の予定を掲載しました。最寄りの支援センター・支援室をぜひご利用下さい。 

※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。右記の 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 

 

 

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」やホームページをご覧下さい。また、新型

コロナウイルスの感染状況により、自由来園 

や活動が休止になる場合がありますので、来 

園前にホームページやお電話にてご確認下さい。 

 

♦支援室開放（前日までの 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 時半～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。（オンライン相談も行っています。） 

♦育児講座＆ともだちひろば（申込制） 

・７/２、８/３、９/９「誕生会」対象：各月生まれのお友だち 

・７/１２「親子ビクス」   藤林優香子氏  

・７/１３「七夕製作」    対象：1 歳以上 

・７/１９「うちわ作り」   対象：1 歳以上 

・７/３０、８/３０、９/３０ 

「赤ちゃんひろば」 対象：生後４か月～１１か月 

・８/１７「ベビーマッサージ＆指ヨガ」 八鍬裕子氏 

・８/２３「感触・水遊び」  対象：1 歳以上 

・８/２４「赤ちゃんひろば」一人でお座りできる頃～11ヶ月 

・９/１ 「わらべうた」  大竹純子氏 

・９/１６「親子ふれあい遊び」対象：1 歳以上 

～７・８月の園舎開放では夏祭りごっこをします～ 

☆7 月は「かき氷・たこ焼きやさん」 

 8 月は「金魚つり・お面やさん」 

 7・8 月の園庭開放にどちらも参加して頂いた方には記念品

も用意しています！！ 



 

★支援室開放（予約はいりません。１０組程度まで利用できま

す。定員になっている場合はお断りすることがあります。） 

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０～３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  

電話では難しいことも，実際のお子さんの様子を見ながら相

談できます。 

◆行事・育児講座（申込制） 

・7/21「音楽遊びを楽しもう」子育て応援隊ピンポンパン☆ 

・8/4 「個育てコーチング」 講師 西城あや氏 

・7/14・9/8 「離乳食講座」 落合保育所 栄養士 

・7/28・8/25・9/10 

「親子でレッツ！ヨガ！」 講師 梅木弥生氏 

・9/15・9/29 

保育サービス相談員が来所し個別相談ができます。 

※毎月，西花苑たんぽぽホーム地域相談員による相談日があ

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 

 

◆支援室自由開放（予約制）事前に電話でご予約ください。 

月・水    9:30～12:00・13:15～14:45 

火・木・金 13:15～14:45      

対象 就学前のお子さんと保護者 4 組程度 

・詳細はお問合わせください。 

◆支援室グループ開放（登録制） 

火・木・金 9:30～10:40 10:50～12:00  

年齢別登録制のグループ開放を実施しております。 

※登録をしていない方で，グループ開放の時間帯に支援室を利用

されたい時は，ご連絡ください。 

★園庭開放（予約はいりません）11:00～12:00・13:15～14:45 

◆オンライン子育て相談 

 電話では難しいことも，実際のお子さんの様子を見ながら相談

できます。 

◆育児講座（申込制） 

・7/14 「親子で楽しむわらべうた」  小原 紀子氏 

・7/21 「離乳食講座」        桜ケ丘保育所 栄養士 

・9/ 2  「個育てコーチング」        西城 あや氏 

・9/15 「親子あそび～乳児編～」    大竹 純子氏 

・9/17 「作って遊ぼう」           志賀 圭子氏 

※立町たんぽぽホーム地域相談員による相談日があります。 

 

 

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) 
9:30～12:00 (8 組まで遊べます) 

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 
 火曜日 対象：毎月の予定表をご覧ください 
★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) 定員 7 組 
・7/5(月)「親子でリトミック♪」講師 坂上 望氏 
・8/26(木)「マステカフェ」  講師 成田由香里氏 
♦子育てサロン(申込制) 定員 7 組 
・よちよちサロン Ⅱ期 9～10 月 全 5 回 
 対象：概ね 4 ヶ月～8 ヶ月の第一子の親子 
♦もっとうきうきタイム 自由来園の中で行います 
・7 月 七夕飾りを作ろう  
・8 月 水遊びをしよう 
♦オンラインであそぼう ＜はぐはぐタイム＞ 
・毎月第 4 火曜日の１０時半から実施しています 
※詳しくはお便り，ホームページをご覧ください 
♦保育サービス相談員が来園します〈個別相談会〉 

(随時受け付けています) 
・7/12(月) ・8/18(水) ・9/3(金) 各 4 組 
 ※詳しい時間は，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相談に
応じることができます。 

♦オンライン子育て相談 
 電話では難しいことも，実際にお子さんの様子を見なが
ら，食事，遊びなどお子さんに合う方法を考えます。 

◆育児講座（申込制） 
・７/７ 「七夕飾りをつくろう」 
・７/２９～８/３ 「水遊びを楽しもう」  
・８/２６「幼児食講座」支倉保育所 栄養士 
・８/２８「怒鳴らない子育て」 舟山みどり氏 
・９/３ 「離乳食講座」支倉保育所 栄養士 

・９/７ 「ベビーマッサージ」 三浦 由美子氏 

※毎月，立町たんぽぽホーム地域相談員による相談日，保

育所栄養士による離乳食相談日があります。 

 


