
月　日 活　　動　　内　　容 場所・時間
 ２０２０年７月～
 ２０２１年３月

みやぎ生協新田東店<あそび場>企画運営
　　（コロナ禍のため活動中止４月～６月）

みやぎ生協新田東店
                   １３６ 回

　４月２４日（金） ２０２０年度　ピンポンパン☆総会（ウェブ会議）
　　（３月　新型コロナウイルスによる緊急事態宣言発令のため活動中止）

ウェブ会議
１２：００～１５：３０

　５月２８日（木） ５月定例会（ウェブ会議） ウェブ会議
１０：００～１３：００

　６月１８日（木） ６月定例会（ウェブ会議） ウェブ会議
１０：００～１３：００

　６月１９日（木） 「７月からみやぎ生協新田東店（あそび場）活動について」（ウェブ会議）
（６月新型コロナウイルスによる緊急事態宣言解除・休業要請解除）

ウェブ会議
１６：００～１８：００

　６月２２日（月） 「７月からみやぎ生協新田東店（あそび場）活動について」（ウェブ会議） ウエブ会議
１６：００～１８：００

　６月２９日（月） 再開準備・清掃　　　みやぎ生協新田東店（あそび場）
打ち合わせ　７月活動内容

みやぎ生協新田東店
 １５：００～１７：３０

　７月　６日（木） ７月定例会 みやぎ生協新田東店
 １３：００～１５：００

　７月１６日（木） 蹴込用布裁断 みやぎ生協新田東店
 １３：００～１７：００

　７月２７日（月） 蹴込用布縫製
打ち合わせ　８月活動内容

みやぎ生協新田東店
 １３：００～１７：００

　７月３０日（木） ラジオ３アナウンサー鈴木美範氏
　　「ピンポンパン☆の活動についてインタビューを受ける」　LIVE

みやぎ生協新田東店
 １１：４０～１２：００

　８月　３日（月） 練習　人形劇「山の音楽家」 みやぎ生協新田東店
 １３：００～１７：００

　８月１０日（月）
　　　８月１７日（月）

ラジオ３（再放送）　　アナウンサー鈴木美範氏 １６：４０～１７：００
ラジオ３

　８月１７日（月） 練習・録音　人形劇「山の音楽家」 みやぎ生協新田東店
 １３：００～１７：００

　８月２０日（木） 打ち合わせ　９月活動内容
　　　　　　　　仙台市鶴が丘保育所ショー内容

みやぎ生協新田東店
 １３：００～１７：００

　８月２６日（水）
　

８月定例会
人形劇録音　「山の音楽家」
打合せ　仙台市鶴が丘保育所ショーレシピ作成

みやぎ生協新田東店
 １３：００～１７：００

　８月２７日（木）
　

打ち合わせ・下見　仙台市鶴が丘保育所 鶴が丘保育所
１１：４０～１２：１０

　８月３１日（月）
　

録音　　人形劇「山の音楽家」
打合せ　仙台市鶴が丘保育所ショーレシピ作成

みやぎ生協新田東店
 １３：００～１７：００

　９月　１日（火）
　

練習　仙台市鶴が丘保育所ショー みやぎ生協新田東店
 １０：００～１２：００

　９月　２日（水） ピンポンパン☆ショー
　　　仙台市鶴が丘保育所(子育て支援事業)　にて

鶴が丘保育所
１０：１５～１１：００

　９月１０日（木） 打ち合わせ 　みやぎ生協生活文化部佐藤氏
　　・１０/２のオンライン子育てほっとステーション「ピンポンパン☆とあそぼう」
　　・GoogleMeetの使い方

みやぎ生協新田東店
 １６：００～１７：３０

　９月１４日（月） 練習 　　オンライン子育てほっとステーション「ピンポンパン☆とあそぼう」
人形劇・歌練習　「山の音楽家」

みやぎ生協新田東店
 １３：００～１７：００

　９月１7日（木） 練習 　オンライン子育てほっとステーション「ピンポンパン☆とあそぼう」
人形劇「山の音楽家」ビデオカメラでの取り直し（１２：００～

みやぎ生協新田東店
 １２：００～１７：００

　９月２４日（木） 打ち合わせ   みやぎ生協生活文化部佐藤氏
　・オンライン子育てほっとステーション「ピンポンパン☆とあそぼう」
　・パソコンでの動画撮影

みやぎ生協新田東店
 １１：００～１２：３０

　９月２９日（火） ９月定例会
練習   オンライン子育てほっとステーション「ピンポンパン☆とあそぼう」
　　       踊り「ピンポンパン☆」の修正

みやぎ生協新田東店
 １３：３０～１７：００

　９月３０日（水） 練習   オンライン子育てほっとステーション「ピンポンパン☆とあそぼう」
　　       踊り「ピンポンパン☆」「ありがとう」の修正

みやぎ生協新田東店
 １０：００～１７：００

１０月　１日（木） １０月定例会
総練習　オンライン子育てほっとステーション「ピンポンパン☆とあそぼう」
１０月制作準備　「うさぎ」「ジャック・オ・ランタン」

みやぎ生協新田東店
 １１：３０～１５：００
 １６：２０～１７：００

ピンポンパン☆２０２０年度事業報告書

 



１０月　２日（金） オンライン子育てほっとステーション「ピンポンパン☆とあそぼう」　LIVE みやぎ生協新田東店
１０：３０～１１：００

１０月　９日（月） 打ち合わせ・練習
　　南光紫陽幼稚園ばんびくらぶ・成田中央幼稚園ばんびくらぶショー

みやぎ生協新田東店
１２：３０～１５：００

１０月２２日（木） 打ち合わせ　１１月活動内容
11月制作準備　「もみじ」・「みのむし」

みやぎ生協新田東店
１１：３０～１５：００

１１月　９日（月） 練習　南光紫陽幼稚園ばんびくらぶショー みやぎ生協新田東店
１２：３０～１５：００

１１月１１日（水） ピンポンパン☆ショー
　　南光紫陽幼稚園ばんびくらぶ（２０組限定未就園児親子）にて

南光紫陽幼稚園
１０：１５～１１：００

１１月１９日（木） １１月定例会
練習　成田中央幼稚園ばんびくらぶショー

みやぎ生協新田東店
 １３：００～１５：００

１１月２０日（金） ピンポンパン☆ショー
　　成田中央幼稚園ばんびくらぶ(２０組限定未就園児親子）にて

成田中央幼稚園
１０：１５～１１：００

１１月３０日（月） 打合せ　１２月活動内容
打ち合わせ・練習　長命ヶ丘保育所（子育て支援）ショー内容決めと練習

みやぎ生協新田東店
 １３：３０～１５：００

１２月　３日（木） 練習　仙台市長命ヶ丘保育所（子育て支援）ショー みやぎ生協新田東店
１２：３０～１５：００

１２月　７日（月） 練習　仙台市長命ヶ丘保育所（育て支援）ショー みやぎ生協新田東店
１２：３０～１５：００

１２月　９日（水） ピンポンパン☆ショー
　　仙台市長命ヶ丘保育所（１５組限定子育て支援　）にて

長命ヶ丘保育所
１０：００～１０：５０

１２月１０日（木） １２月定例会
練習　みやぎ生協新田東店１２月ショー

みやぎ生協新田東店
 １３：００～１３：３０

１２月１０日（木） 練習　仙台市小松島児童館 みやぎ生協新田東店
 １３：３０～１５：１０

１２月１４日（月） 練習　仙台市小松島児童館 みやぎ生協新田東店
 １３：３０～１５：１０

１２月１６日（水） ピンポンパン☆ショー
　　仙台市小松島児童館（１２組限定企画）にて

小松島児童館
１０：３０～１１：１５

１２月１７日（木） 打ち合わせ　　１月活動内容
１２月制作準備 　「クリスマス・ツリー」「クリスマス・リース」

みやぎ生協新田東店
 １３：００～１５：００

１２月２４日（木） 打ち合わせ・年末大掃除⇒みやぎ生協新田東店”あそびば”
１月制作準備　「うし」

みやぎ生協新田東店
 １３：００～１５：００

２０２１年
　１月　４日（月）

下見・打ち合わせ　仙台市上野山保育所 上野山保育所
１２：００～１２：３０

　１月１４日（木） 練習　　仙台市上野山保育所ショー みやぎ生協新田東店
 １２：３０～１６：３０

　１月１５日（金） ピンポンパン☆ショー
　　仙台市上野山保育所にて
　　　　　　　第１部未満児　　第２部以上児

上野山保育所
１０：００～１０：３０
１０：３５～１１：１５

　１月１８日（月） 打ち合わせ　２月活動内容
２月制作準備「おに」

みやぎ生協新田東店
 １３：００～１５：００

　１月２１日（木） 練習　　人形劇「ごめんね」　　歌「ごめんね」　　　パペットの動き確認 みやぎ生協新田東店
 １２：３０～１５：００

　１月２５日（月） 練習　　南光シオン幼稚園ばんびくらぶ みやぎ生協新田東店
 １２：３０～１５：００

　１月２６日（火） ピンポンパン☆ショー
　　南光シオン幼稚園ばんびくらぶ（２０組限定未就園児親子）にて

南光シオン幼稚園
１０：１０～１０：５０

　１月２８日（金） １月定例会
練習　みやぎ生協新田東店１月ショー

みやぎ生協新田東店
 １２：３０～１３：３０

　１月２８日（金） 打ち合わせ　２月活動内容
２月制作準備　「雪だるま」
録音　人形劇「ごめんね」

みやぎ生協新田東店
 １３：３０～１５：００

　２月　１日（月） 練習　人形劇　「ごめんね」
総練習　　あさひの森保育園

みやぎ生協新田東店
 １２：３０～１６：３０

　２月　２日（火） ピンポンパン☆ショー
　　あさひの森保育園（０・１・２歳児のみ）にて

あさひの森保育園
１０：００～１０：４０

　２月　８日（月） 練習　仙台市落合保育所子育て支援 みやぎ生協新田東店
 １２：３０～１６：３０

　２月　９日（火） ピンポンパン☆ショー
　　仙台市落合保育所（８組限定子育て支援）にて

落合保育所
１０：３０～１１：３０

　２月１５日（月） ２月定例会
練習　みやぎ生協新田東店２月ショー

みやぎ生協新田東店
１２：３０～１３：３０  



　２月１５日（月） ２月制作準備　「雪だるま」 みやぎ生協新田東店
 １３：３０～１５：１５

　２月１９日（金） 打ち合わせ　仙台市幸町市民センター（１０組限定子育て支援）ショー みやぎ生協新田東店
 １２：３０～１６：３０

　２月２２日（月） 打ち合わせ　３月活動内容　４月活動日程
練習　仙台市幸町市民センター

みやぎ生協新田東店
 １２：３０～１６：３０

　２月２５日（木） 練習　仙台市幸町市民センター みやぎ生協新田東店
 １２：３０～１６：３０

　２月２６日（金） ピンポンパン☆ショー
　　仙台市幸町市民センター（１０組限定子育て支援）にて

幸町市民センター
１０：００～１１：００

　３月　１日（月） ３月制作準備　「おひなさま」
みやぎ生協新田東店閉店に伴い物品整理

みやぎ生協新田東店
 １１：３０～１５：００

　３月　４日（木） みやぎ生協新田東店閉店に伴い物品整理 みやぎ生協新田東店
１１：３０～１５：１５

　３月　８日（月） みやぎ生協新田東店閉店に伴い物品整理 みやぎ生協新田東店
１１：３０～１５：１０

　３月１１日（木） 保管紙を要綱印刷用紙A4に裁断 多賀城市市民活動サポートセンター

１１：３０～１５：１０

　３月１８日（木） 練習　歯と口の健康週間市民のつどい企画
         人形劇　　パワー全開スリースターズ「歯は大切の巻き」

みやぎ生協新田東店
 １２：３０～１５：１０

　３月２２日（月） ３月定例会
練習　みやぎ生協新田東店3月ショー

みやぎ生協新田東店
１２：３０～１３：００

　３月２２日（月） 練習　歯と口の健康週間市民のつどい企画
        人形劇　　パワー全開スリースターズ「歯は大切の巻き」

みやぎ生協新田東店
１３：３０～１５：１０

　３月２５日（木） 動画撮影　　歯と口の健康週間市民のつどい企画
　　　　　　　（宮城県歯科医師会）（仙台市健康福祉局健康政策課）共同
　　　　　　　人形劇　　パワー全開スリースターズ「歯は大切の巻き」

宮城・仙台口腔保健センター5F

９：３０～１３：００

　３月２６日（金） ４月制作準備　「さくら」「ちゅうりっぷ」「こいのぼり」 みやぎ生協新田東店
１２：３０～１５：１０

　３月２９日（月） 打ち合わせ　４月活動内容 みやぎ生協新田東店
１２：３０～１５：１０

・・・・今回初めての依頼活動

 



 



 



 



 


