多賀城市子育てサポートセンター

すくっぴーだより 11月号
平成29年10月20日号
日

月

火

☆ ★ の付いているイベントはご本人による
申込が必要です。

水
1

木
2

休館日

6

7
休館日

10:15～11:30
＊申込 1 0 / 1 9 ～

8

☆キッズデー

3

☆すくすくハッピー1

それ以外のイベントは当日お越しください。

5

金

9

4

文化の日
【親子でsoda+講演会】
＜✿ 下記にて案内＞

10

休館日

10:15～11:15
＊申込 1 0 / 2 4 ～

土

11

おたのしみ会

おしゃべり広場２

10:15～10:45

（5～8か月児）
13:30～14:30

☆もうすぐ
パパママ
10:00～12:00
＊申込は健康課

お誕生会と職員に
よる出しもの

12

13

14

15

身長体重測定

みらくる☆キッズ

（1歳児以上）
10:30～11:00

（双子サークル）
10:00～12:00

休館日

16

19

20

21

身長体重測定

22

☆すくすくハッピー２

（0歳児）
13:30～14:00

18
11:00～11:20

9:30～11:30

おしゃべり広場１

＜詳細は裏面に＞

（0～４か月児）
13:30～14:30

★子育てコンシェルジュ
なんでも相談
9:30～15:30
＊申込 随時受付

17

ファミサポ
「ステップアップ
講習会」

23

休館日

おはなし会

24
勤労感謝の日

★ファミリー
コンサート
10:15～11:00
＊申込 1 1 / 4 ～

25
休館日

10:15～11:30
＊申込 1 1 / 7 ～

✿明橋大二先生による
（清掃日）

26

27

28

*１３時 開館

おしゃべり広場３

1歳児 come☆かむ広場

（9～12か月児）
13:30～14:30

（H28.10.12～11.13生）

29
休館日

*一時預かりは通常

30

✿ 【 親子でsoda+講演会 】

☆すくっぴー親子
DE クッキング

11/３ 10:30～12:00
会場：東北歴史博物館 ３階講堂
無料。お子さんと一緒に参加できます。
＊入場整理券が必要です。お声掛けください。

10:00～12:00
＊申込 1 1 / 1 6 ～

☆：多賀城市内にお住まいの方
★：他市町村の方の申込みも可
（ 申込みは ９時～
電話 及び 来館にて ）

☆ キッズデー

申込

10/24～

11月7日（火）10:15～11:15
対象: 1歳6か月以上の幼児と保護者15組
内容: 「マット」や「バルーン」を使って
楽しく身体を動かそう！

申込

申込

☆ すくっぴー
11/16～
親子 DE クッキング
11月30日（木）10:00～12:00
対象: 2歳6か月以上の幼児と保護者8組
内容: 友好都市「大宰府」を知ろう！
～とびうめぇチキンとおくずかけ～
参加費: 400円
協力: 多賀城市地域コミュニティ課

11/4～

★ ファミリーコンサート

申込

11月18日（土）10:15～11:00
対象: 乳幼児と保護者70組
（他市町村の方の参加も可）
内容: 多賀城市の小学生ビッグバンド
『 ブライトキッズ 』による
コンサート

☆ すくすくハッピー２

★ パパと遊ぼう

11/18～

12月2日（土）10:30～11:30
対象: 1歳6か月以上の幼児と父親12組
（他市町村の方の参加も可）
内容: パパと一緒に楽しむ親子体操
＆絵本の読み聞かせ

申込

申込

11/7～

11/21～

11月21日（火）10:15～11:30
対象: H28.11月～Ｈ29.3月生まれの
乳児と保護者15組
内容: すくっぴーひろばの管理栄養士に
よる離乳食の話とお母さん同士の
情報交換

☆ すくすくハッピー３

親子が「たがじょうで
たのしくそだつ」ため
のヒントいっぱいの
講演会です。

12月5日（火）10:15～11:15
対象: H28.6月～10月生まれの
幼児と保護者15組
内容: クリスマスリースを作ろう！

✿ １２月の行事予定 ✿
1日（金）
2日（土）★
4日（月）
5日（火）☆
7日（木）
8日（金）
9日（土）☆
10日（日）★
11日（月）
12日（火）☆
14日（木）

おしゃべり広場１
パパと遊ぼう
身長体重測定（1歳児以上）
すくすくハッピー３
おたのしみ会
おしゃべり広場２
もうすぐパパママ
「あいうえおもちゃばこ」 とあそぼう！
身長体重測定（0歳児）
たがママ・パーティー in すくっぴー
1歳児 come☆かむ広場
（H28.11.14～12.12生）
15日（金） おはなし会
おしゃべり広場３
17日（日）☆ すくっぴー親子 DE クッキング
19日（火） みらくる☆キッズ
21日（木）★ 子育てコンシェルジュ なんでも相談
22日（金）☆ ハローベビー

多賀城市子育てサポートセ ンタ ー
すくっぴーひろば
多賀城市中央2-8-1
多賀城駅北ビルB棟2階
Tel・Fax : 022-355-7085
開館時間 : 9:00～16:30
休館日 : 水曜、祝日の翌日、年末年始

ホ ー ム ページ

Fa c e book

9月12日・10月13日
すくっぴーひろば隣りのアルシュ多賀城保育園」にご協力を
いただき、12組の親子が体験保育や施設見学をしてきました。
保育園での１日の流れや持ち物に
ついての説明を聞き、熱心にメモ
をとるお母さん達の姿が印象的で
した。

多賀城市にお住いの方へ
平成30年度幼稚園・保育園(所)の入園(所)申込受付が始まります
幼稚園⇒各園で入園案内を配布中。11月1日(水)～各園で入園願書の
受付開始。
保育園⇒10月25日(水)～市役所1階保育課窓口で入所申請書類配布
開始。11月16日(木)～21日(火)市役所6階会議室にて申請
書類提出(お子さんも一緒に)
※詳しくは広報多賀城10月号をご確認ください。
幼稚園・保育園について、子育てコンシェルジュへご相談ください。

助産師・看護師が測定のお手伝いをします。
身長や体重についての悩みを相談することもできます。
月齢の近いお子さんとお友達になるきっかけになると
いいですね。
保育士による「手あそび」や「ふれあいあそび」
の紹介もしています。

すくっぴーひろばには、毎日沢山のお友達が
来てくれています。来館前にお子さんの体調
チェックをお願いします。発熱・せき・鼻水
・下痢などの症状がある場合は、治ってから
遊びに来てくださいね。

■測定日 11/13（月）1歳児以上
11/20（月） 0歳児

『ステップアップ講習会』
～地域の子育て支援 ファミサポで元気になろう！～
日時 : 11月16日（木）9:30～11:30
会場 : 子育てサポートセンター「すくっぴーひろば」研修室
対象 : ファミサポ 協力会員・両方会員
内容 : 多賀城ご当地体操「多賀モリ体操」監修の
渋谷祐子先生をお招きしての健康体操など

✿ 多賀城ご当地体操「多賀モリ体操」をご存じですか？
10:50～ ひろばのお友だちも一緒に体を動かしましょう！

～ Mちゃん（2歳1か月）のママから ～

午前中３時間の利用でしたが、おやつも食べ、まま
ごとやお絵描きなどをして過ごしていたという話を聞
いて安心しました。トイレトレーニングはまだしてい
ませんが、トイレに誘ってもらい座ったという話にも
驚きました。一人ひとりに合った個別の対応をしてく
れることが嬉しかったです。ありがとうございました。
お世話になりました。
【 一時預かり（生後6か月～就学前）】
多賀城市民
1時間 700円（以降 30分毎に 350円）
他市町村の方 1時間 800円（以降 30分毎に 400円）
＊仕事、通院、リフレッシュなど、理由は問いません。利用には事前に登録が必要です。

『 子育てコンシェルジュ なんでも相談 』
11月14日（火）9:30～15:30
内容: 個々に応じた子育て情報の
提供や育児についての個別相談
（申込随時）

