
多賀城市子育てサポートセンター

すくっぴーだより 9月号
平成29年8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

9月24日（日）10:00～12:00
対象: 2歳6か月以上の幼児と保護者 8組
内容: 親子でサンドイッチを作ろう。
協力: 多賀城市立図書館
参加費: 400円
講師: すくっぴーひろば

管理栄養士 今藤結理

申込 9/10 ～

★ みんな DE 
つみきをつくろう！

9月22日（金）10:15～11:30
対象: 乳幼児と保護者 15組
内容: つみき磨き、つみき遊び、木育に

ついてのお話
講師: NPO法人 SCR

申込 9/8 ～

☆ すくすくハッピー2

9月26日（火）10:15～11:30
対象: H28.9月～H29.1月生まれの

乳児と保護者 15組
内容: ベビーマッサージ、赤ちゃん

ヨガとママ同士の情報交換
講師: smile x hug 

いしざきゆきえ 氏

☆ すくすくハッピー3

10月5日（木）10:15～11:15
対象: H28.4月～8月生まれの

幼児と保護者 15組
内容: 「マット」や「パラバルーン」を

使って楽しく身体を動かそう！
講師: すくっぴーひろば

体育指導員 今野瑞記

申込 9/21 ～

申込 9/12 ～
☆ 保育園見学

① 9月12日（火）10:00～11:00
② 10月13日（金）10:00～11:00
対象: 乳幼児と保護者 6組
内容: 1歳児・2歳児クラスにおける

体験保育と施設見学
協力: アルシュ多賀城保育園

申込 ① 8/29 ～
② 9/29 ～

★ 子育てコンシェルジュ
なんでも相談

9月28日（木）9:30～15:30

申込 随時受付

2日（月） 身長体重測定（1歳児以上）

5日（木）☆ すくすくハッピー3

☆ ファミサポ 「協力会員・両方会員の集い」

6日（金） おしゃべり広場1

7日（土）☆ もうすぐパパママ

12日（木） おたのしみ会

13日（金）☆ 保育園見学（アルシュ多賀城保育園）

おしゃべり広場2

16日（月） 身長体重測定（0歳児）

17日（火）★ 子育てコンシェルジュ なんでも相談

19日（木）☆ ファミサポ 「新規協力会員講習会」

20日（金） おはなし会

おしゃべり広場3

21日（土） ぷらすわん

23日（月）★ ハッピー子育て講話

24日（火） 1歳児 come☆かむ広場

（H29.9.14～H29.10.11生）

26日（木） どこでもハッピー（大代地区公民館）

27日（金）☆ ハローベビー

28日（土） みらくる☆キッズ

30日（月）☆ すくっぴー親子 DE クッキング
　
 

✿ 10月の行事予定 ✿

日 月 火 水 木 金 土

 1 2
   おしゃべり広場1

  （0～4か月児）

 13:30～14:30

3 4 5 6 7 8 9
☆おじいちゃん 身長体重測定 ☆すくすく 休館日 おたのしみ会 ☆はじめてのこうつう

おばあちゃんと （1歳児以上） ハッピー1 10:15～10:45 あんぜん教室

遊ぼう 10:30～11:00 10:15～11:30 10:15～11:00

10:45～11:30 * 申込 8/22～ * 申込 8/25～

* 申込 8/20～ おしゃべり広場2

（5～8か月児）

13:30～14:30

10 11 12 13 14 15 16
★パパと遊ぼう 身長体重測定 ☆保育園見学 休館日 おはなし会

10:30～11:30 （0歳児） （アルシュ多賀城 11:00～11:20

* 申込 8/27～ 13:30～14:00 保育園）

10:00～11:00 おしゃべり広場3

*  申込 8/29～ 1歳児 come☆ （9～12か月児）

かむ広場 13:30～14:30

（H28.8.18

～9.13生）

17 18 19 20 21 22 23
敬老の日 休館日 休館日 どこでもハッピー ★みんな DE 秋分の日

（大代地区公民館） つみきをつくろう！

10:00～11:30 10:15～11:30

* 申込 9/8～

24 25 26 27 28 29 30
☆すくっぴー親子 休館日 ☆すくすく 休館日 ★子育て ☆ハローベビー

　　　DE クッキング ハッピー2 コンシェルジュ 10:00～11:30

10:00～12:00 10:15～11:30 　　　なんでも相談 　

* 申込 9/10～ * 申込 9/12～  （清掃日） 9:30～15:30

* 申込随時受付

☆ ★ 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
通常通り行います


