
多賀城市子育てサポートセンター

☆ すくっぴー
親子 DE クッキング

6月28日（木）10:00～12:00

対象: 2歳6か月以上の幼児と保護者 12組
内容: サンドイッチをつくろう！
参加費: 400円

☆ たがママ・パーティー
in すくっぴー

6月3日（日）10:00～11:30

対象: 転入しておおむね3年目までの
乳幼児の母親 15人

内容: 多賀城デビューママの情報交換
と交流

（母親のみの参加となります）
参加費: 300円

☆：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 ・ 来館にて ）

平成30年5月20日号

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
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すくっぴーだより ６月号

☆ すくすくハッピー３

6月12日（火）10:15～11:15

対象: H28.12月～H29.4月生まれの
幼児と保護者15組

内容: リトミック「音といっしょにあそ
ぼう！」
絵本の読み聞かせもあります。

講師: 髙橋 歩美 氏

★ ファミリーコンサート

6月17日（日）10:15～11:15

対象: 乳幼児と保護者 70組
内容: コーラスグループ

「ムジーク・ドゥ・ラメール」
によるミニコンサート

☆ はじめての
こうつうあんぜんきょうしつ

6月25日（月）10:00～10:45

対象: 1歳6か月以上の幼児と保護者 15組
講師: 多賀城市交通安全指導隊教育班

★ 子育て講話
～ 子育てがひとりっきりに

ならないように ～

7月3日（火）10:00～11:30

対象: 乳幼児をもつ保護者 15人
内容:「自分ひとりで子育てをしている感

じがする」というママ。子育て中
の色々な思いを話してみませんか。

講師: 多賀城市家庭教育支援チーム
「あんだんて」

申込： 6/3～

申込： 5/29～

申込： 5/20～

申込： 6/11～

申込： 6/14～

申込： 6/19～

2日 （月） 身長体重測定（1歳児以上）

3日 （火）★ 子育て講話

5日（木） おたのしみ会

6日（金） おしゃべり広場１
8日 （日）★ パパと遊ぼう

9日（月） 身長体重測定（0歳児）
10日 （火） 1歳児 come☆かむ広場

（H29.6.14～7.9生）

12日（木） どこでもハッピー （新田公民館）

13日（金） おしゃべり広場２　

19日 （木） みらくる☆キッズ（双子サークル）

20日 （金） 出前おはなし会

★ 子育てコンシェルジュなんでも相談

21日 （土）☆ もうすぐパパママ

23日 （月）★ すくっぴー みんな DE 夏祭り

24日 （火）☆ すくすくハッピー１
26日 （木）☆ すくっぴー親子 DE クッキング

27日 （金） おしゃべり広場３
30日（月）☆ すくすくハッピー２
31日（火）☆ ハローベビー

　
 

 ７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
他市町村の方も
参加できます

  

3 4 5 6 7 8 9
☆たがママ・パーティー  どこでもハッピー 休館日 おたのしみ会 おしゃべり広場２

　  　in すくっぴー （大代地区公民館） 10:15～10:45 （５～８か月児）

10:00～11:30 10:00～11:30 13:30～14:30
＊申込 5/20～ 〔 出入り自由 〕 お誕生会と職員に 他市町村の方も

＊直接会場へ！ よる出しもの 参加できます
 

10 11 12 13 14 15 16
身長体重測定 ☆すくすくハッピー３ 休館日 出前おはなし会 ☆もうすぐ

 （1歳児以上） 10:15～11:15 11:00～11:20 パパママ

 10:30～11:00 ＊申込 5/29～ 1歳児 come☆かむ広場 ★子育てコンシェルジュ 10:00～12:00

 リトミック （H29.5.16～6.13生） 　　      なんでも相談 ＊申込は健康課

　  ～音といっしょに　 9:30～15:30

あそぼう！～ ＊申込 随時受付
　

17 18 19 20 21 22 23
★ファミリーコンサート 身長体重測定 ☆ファミサポ（1日目） 休館日 ☆ハローベビー

10:15～11:15 　（0歳児） 「新規協力会員講習会」  10:00～11:30

＊申込 6/3～ 10:30～11:00 9:30～12:30  おしゃべり広場３
コーラスグループ ＊6/18迄に会員登録  （９～１２か月児） 　

「ムジーク・ドゥ 13:30～14:30

・ラメール」による 他市町村の方も

ミニコンサート 　 参加できます
 

24 25 26 27 28 29 30
☆はじめての ☆ファミサポ（2日目） 休館日 ☆すくっぴー親子

こうつうあんぜん 「新規協力会員講習会」  　   　DE クッキング　

きょうしつ 9:30～12:30 　 10:00～12:00
10:00～10:45 ＊6/18迄に会員登録 　 ＊申込 6/14～

＊申込 6/11～ （ 清掃日） サンドイッチをつくろう！

☆ ★ 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時 開館

一時預かりは通常

午前の開催



保育所

～ すくっぴーひろばの「一時預かり」は、年度毎に登録が必要です ～

3月まで利用していた方も、ご利用をお考えの方は『前日迄に』申請～登録
が必要になります。下記①～③をご持参のうえ、お子さんと一緒にご来館く
ださい。（更新の方の手続きは短時間で済みます）

① 健康保険証のコピー
② 母子健康手帳
③ 乳幼児医療受給者証のコピー（お持ちの方）

【 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。

☆こまめな手洗いと十分に火を通した
調理を徹底しましょう。外出に持ち歩
く際は、お弁当箱など容器の消毒も忘
れずに。

同じくらいのお子さんをもつお母さんたちが、おしゃべりをする場です。
参加したお母さんから…「大人と話せて、気分転換できた」「思ったより
も、気軽な雰囲気だった」「同じ月齢の子のママと話せて良かった」など
の感想が聞かれます。おしゃべりで気持ちが楽になったらいいですね。

申し込みは必要ありません（定員なし）。他市町村の方も参加できます。

【 時間 】13:30～14:30 【 場所 】 研修室

6月の開催は、6月 1日（金）おしゃべり1（0～４か月）
6月 8日（金）おしゃべり２（5～８か月）
6月 22日（金）おしゃべり３（9～１２か月）

多賀城に転入して「多賀城をよく知らない」「一緒に子育てする仲間が
いない」「たまには子どもと離れてリフレッシュしたい」という多賀城
デビューママ❤の皆さん

ティータイムを楽しみながら、情報交換しませんか?

～ 今回は「にじいろ玉手箱」さんによるママたちのための
絵本の朗読もあります ～

お子さんは、家族にお願いしてお家やひろばで過ごしてもらったり
一時預かりやファミリー・サポートを利用して、ママだけの時間を
お過ごしください。

（お子さんの預け先についてはスタッフにご相談ください）

開催時間など、詳しくは裏面をご覧ください。

☆今年度の「たがママ・パーティー」は
９月 西部児童センター（子ども同伴）

10月 鶴ケ谷児童館（子ども同伴）
12月 すくっぴーひろば（母親のみ）

にて開催予定。

『 ママボランティアさん 』大募集 !!
すくっぴーひろばの先輩ママとして活躍してく
ださる方を募集しています。

～ スタッフまでお声がけください ～


