
多賀城市子育てサポートセンター

すくっぴーだより 10月号
平成29年9月21日号

☆：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 ）

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

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

ホームページ

Fac e book

 

☆ すくっぴー
親子 DE クッキング

10月30日（月）10:00～12:00
対象: 3歳以上の幼児と保護者 8組
内容: COOPママと親子で一緒に

秋の味覚で「たべるたいせつ」
を楽しもう！

参加費: 無料
講師: みやぎ生協共同購入運営部

申込 10/16 ～

★ ハッピー子育て講話

10月23日（月）10:15～11:30
対象: 乳幼児を持つ保護者 15人
内容: 「小さな社会へデビュー」入所・

入園にあたっての期待や不安を
お母さん同士でお話ししましょう。

講師: 多賀城市家庭教育支援チーム
「あんだんて」

* 託児はありません。一時預かり、ファ
ミリー・サポートをご利用ください。

申込 10/9 ～

☆ 保育園見学

10月13日（金）10:00～11:00
対象: 乳幼児と保護者 6組
内容: クラスにおける体験保育と施設見学
協力: アルシュ多賀城保育園

申込 9/29 ～

★ 子育てコンシェルジュ
なんでも相談

10月17日（火）9:30～15:30

随時受付

2日（木）☆ すくすくハッピー１

7日（火）☆ キッズデー

9日（木） おたのしみ会

10日（金） おしゃべり広場２

11日（土）☆ もうすぐパパママ

13日（月） 身長体重測定（1歳児以上）

14日（火） みらくる☆キッズ

★ 子育てコンシェルジュ なんでも相談

16日（木）☆ ファミサポ 「ステップアップ講習会」　

17日（金） おはなし会

おしゃべり広場１

18日（土）★ ファミリーコンサート

20日（月） 身長体重測定（0歳児）

21日（火）☆ すくすくハッピー２

27日（月） おしゃべり広場３

28日（火） 1歳児 come☆かむ広場

（H28.10.12～11.13生）

30日（木）☆ すくっぴー親子 DE クッキング
　
 

✿ 11月の行事予定 ✿

☆ すくすくハッピー１

11月2日（木）10:15～11:30
対象: H29.４月～7月生まれの

乳児と保護者 15組
内容: 赤ちゃんと一緒のストレッチ・

軽い運動、ママが主役のダンス
ママ同士の情報交換

講師: OKJ認定インストラクター
島貫照美 氏

申込 10/19 ～

どこでもハッピー

10月26日（木）10:00～11:30
（出入り自由）

場所: 大代地区公民館
対象: 乳幼児と保護者（地区外の方も可）
内容: おもちゃ遊びや保育士による絵本

の読み聞かせ、わらべうた遊び等
子育てコンシェルジュによる相談
もできます。

申込不要
直接会場へ

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7
身長体重測定 休館日 ☆すくすくハッピー3 おしゃべり広場1 ☆もうすぐ
（1歳児以上） 10:15～11:15 （0～4か月児） パパママ
10:30～11:00 * 申込 9/21～ 13:30～14:30 10:00～12:00

　 ファミサポ 「協力会員 * 申込は健康課

・両方会員」の集い
 13:30～15:00

8 9 10 11 12 13 14
体育の日 休館日 休館日 おたのしみ会 ☆保育園見学

10:15～10:45 （アルシュ多賀城保育園）

10:00～11:00

10月生まれのお友達 * 申込 9/29～
集まれ！ おしゃべり広場2

（お誕生会と職員に （5～8か月児）
　よる出しもの） 13:30～14:30

15 16 17 18 19 20 21
身長体重測定 ★子育て 休館日 ☆ファミサポ おはなし会

（0歳児） コンシェルジュ 「新規協力会員講習会」 11:00～11:20

13:30～14:00 　　　なんでも相談 9:30～16:30 おしゃべり広場3 （ダウン症児

9:30～15:30 * 10/17迄に会員登録 （9～12か月児） サークル）

* 申込 随時受付 （裏面参照） 13:30～14:30 10:00～12:00

22 23 24 25 26 27 28
★ハッピー子育て 1歳児 come☆ 休館日 どこでもハッピー ☆ハローベビー みらくる☆キッズ

講話 かむ広場 （大代地区公民館） 10:00～11:30 （双子サークル）

10:15～11:30 （H28.9.14 10:00～11:30 10:00～12:00

* 申込 10/9～ ～10.11生） ＊直接会場にお越し

（清掃日） ください

28 30 31     
☆すくっぴー親子  
　　DE クッキング

10:00～12:00 　

* 申込 10/16～

☆ ★ の付いているイベントはご本人による申込が必要です。

それ以外のイベントは当日お越しください。

＊13:00開館

＊一時預かりは通常



『 子育てコンシェルジュ
なんでも相談 』

日時 : 10月17日（火）
9:30～15:30

（申込随時）

✿子育てしながら「両方会員」に ✿子育てに一段落して「協力会員」に

～ 子育てに頑張る方をサポートしてみませんか？ ～

多賀城市ファミリー・サポート・センターは「協力会員・両方会員」
を募集しています。入会及び、講習会に参加して活動してみませんか。

『 新規協力会員講習会 』
日時 : 10月19日（木）9:30～16:30

* 受講前日までに入会が必要です。
会場：子育てサポートセンター「すくっぴーひろば」研修室
内容：① 子育てを取り巻く環境

② 事業の仕組みと流れ
③ 子どもの発達と育児

費用：無料
＊協力会員が同室で託児を行いますので、安心して受講できます。

申込・問：ファミリー・サポート・センター事務局
☎ 355-8041（すくっぴーひろば内）またはスタッフまで

動きやすく活動的になれる薄着を心掛けま
しょう！元気に体を動かして遊べる薄着は
運動能力の発達を促すとも言われます。

9月3日 すくっぴーひろばのご近所にお住まいの
「新田中区親交会」の皆さんが遊びに来てくださいました。

けん玉やお手玉などの昔遊びや、手作りのつるし雛に子ども達は
目を輝かせていました。

「子どもは地域で育てる」そのような思いで、すくっぴーひろばを
訪問してくださったそうです。

これからも世代を越えた交流や、つながりができる機会を作って
いきたいと思います。

【 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。

（要予約）

✿ 利用者さんの声 ✿

ママ「最初は子どもと離れるのも不安でいっぱいでした。でも、何度か預けている
うちに楽しそうに行ってくれるようになったので、今は安心を越えて嬉しいです」

～スタッフから～
お子さんの成長をママと一緒に喜び合えることが、私たちスタッフにとって最高の
喜びです。初めの頃は泣いていたお子さんも、おもちゃを手に笑顔で遊べるように
なったり、お友達と関われるようになったりします。
Ｍくんの頑張りと成長の表れですね。嬉しいメッセージありがとうございます。

～ Ｍくん（1歳10か月）のママは
すくっぴーひろばの 一時預かり
を10回以上利用してくださって
います ～


