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30年９月20日号
日

月

火

1

2

水

木
4
☆すくすくハッピー３

3

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

金
5
おしゃべり広場１

10:15～11:15
「リトミック」体を使った

音遊びをしよう！

7

8

9

10

体育の日

14

15

休館日

16
身長体重測定

（0歳児）
10:30～11:00

11

17

12

10:15～10:45
お誕生会と職員に
よる出しもの
今月はお寿司がいっぱい

（５～８か月児）
13:30～14:30
お母さん同士
おしゃべりを楽しもう！

19

（H29.9.15～10.15生）

（アルシュ多賀城
保育園）
10:00～11:00

13時 開館

保育体験と施設見学

1歳児 come☆かむ広場

＊申込 10/4～

22

23

☆ファミサポ

新規協力会員
講習会（1日目）
【 裏面に記載 】

24

どこでもハッピー
（大代地区公民館）

25
休館日

20
ファミリーコンサート

11:00～11:20
市立図書館から出前
読み聞かせ・紙芝居

10:15～11:15
ママさんブラス
「ぴよぴよ隊」を

★子育てコンシェルジュ
なんでも相談

【 裏面に記載 】

相談もできます。

28

29
★子育て講話
10:15～11:45

30
☆すくっぴー親子
DE クッキング

＊申込 10/15～

（９～１２か月児）
13:30～14:30
お母さん同士
おしゃべりを楽しもう！

31
休館日
（ 清掃日）

10:00～12:00

☆ ★ 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。

＊申込 10/16～

親業に学ぶ「子どもの
イヤイヤ解決法」

27
おしゃべり広場３

新規協力会員
講習会（2日目）

おもちゃ遊び・読み聞かせ

お招きします

9:30～15:30
＊申込 随時受付

26

☆ファミサポ

10:00～11:30

＊申込は健康課

出前おはなし会

みんなで考える「防災サロン」
10:30～11:30

21

10:00～12:00

13
おしゃべり広場２

18
☆保育園見学

休館日

一時預かりは通常

（０～４か月児）
13:30～14:30
お母さん同士
おしゃべりを楽しもう！
みんなで考える「防災サロン」
10:30～11:30

おたのしみ会

休館日

土
6
☆もうすぐパパママ

: 他市町村の方も参加できるイベントです。

おにぎり弁当を作ろう

☆：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 ）

★ 子育て講話
☆ すくすくハッピー３
10月4日（木）10:15～11:15
対象: H29.4月～8月生まれの
幼児と保護者15組
内容: 「リトミック」体を使った音遊び
をしよう！ 読み聞かせ
講師: 六丁目農園ほいくえん園長
髙橋 歩美 氏

申込 9/20～

☆ 保育園見学
10月18日（木）10:00～11:00
対象: 多賀城市の保育園に入園を考えて
いる乳幼児と保護者 ６組
内容: 0歳児・1歳児クラスにおける体験
保育と施設見学 グループ相談
協力: アルシュ
申込 10/4～
多賀城保育園

★ 子育てコンシェルジュ
なんでも相談
10月19日（金）9:30～15:30
対象: 未就学児の保護者
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
～子育てコンシェルジュ
申込随時
が応対します～

申込 10/15～

10月29日（月）10:15～11:45
対象: 子育て中の方 20人 （プレママ・
プレパパも可）
内容: ～親業に学ぶ～
子どものイヤイヤ解決法
講師: 親業訓練インストラクター 土門 比呂子 氏
* 託児はありません。一時預かりやファミリ
ー・サポート をご利用ください

申込 10/16～

☆ すくっぴー
親子 DE クッキング

10月30日（火）10:00～12:00
対象: 2歳以上の幼児と保護者12組
内容: おにぎり弁当を作ろう！
参加費: 400円

１１月の行事予定
1日（木）☆
2日（金）
4日（日）★
6日（火）☆
8日（木）
9日（金）
10日（土）☆
12日（月）
13日（火）
15日（木）☆
16日（金）

ハローベビー
おしゃべり広場１
パパと遊ぼう
キッズデー

おたのしみ会/みんなで考える「防災サロン」

おしゃべり広場２
もうすぐパパママ
身長体重測定（1歳児以上）
B棟ビル合同 消防訓練
すくすくハッピー１
出前おはなし会
★ 子育てコンシェルジュ なんでも相談
19日（月） 身長体重測定（0歳児）
20日（火） ファミリー・サポート・センター
協力会員・両方会員の集い
ステップアップ講習会
22日（木）☆ すくっぴー親子 DE クッキング
27日（火） 1歳児 come☆かむ広場
（H29.10.16～11.13生）

★ パパと遊ぼう

申込 10/21～

11月4日（日）10:30～11:30
対象: 1歳6か月以上の幼児と父親 12組
内容: パパと楽しむ親子体操と読み聞かせ

☆ キッズデー

申込 10/23～

11月6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: 「新聞紙」や「パラバルーン」を使っ
て楽しく身体を動かそう！

29日（木）☆ すくすくハッピー２
30日（金） おしゃべり広場３/みんなで考える「防災サロン」

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

幼稚園 : 10月1日～ 各園で入園案内を配布
11月1日～ 各園で入園願書を受付
保育所 : 10月24日～ 市役所1階保育課窓口で入所案内を配布 春の準備を
はじめましょう
（園） 11月16日～21日（土日祝日除く）
市役所6階会議室で入所申請を受付（お子さんも一緒に）
詳しくは、多賀城市ホームページ・広報多賀城10月号をご覧ください。
✿ 幼稚園・保育園に関する相談を受けます。
すくっぴーひろばの子育てコンシェルジュに声を掛けてください。

学びの秋
～ 親業に学ぶ ～ 子どものイヤイヤ解決法
子どもの「イヤ！」は「自己主張」分かっているけどイライラしちゃう。
やさしく話してもダメ.....叱ってもダメ.... いったいどうしたらいいの？？
親業訓練インストラクター 土門比呂子先生の楽しいお話から子どもの
「イヤ！」に向き合うコツを学びましょう。
■ 日時 10月29日（月）10:15～11:45
場所 すくっぴーひろば 研修室
✿ 保護者のみの参加となります。お子さんの預け先がない方は「一時預かり」
や「ファミリー・サポート・センター」をご利用ください。

新規協力会員講習会 を 開催します
「多賀城市ファミリー・サポート・センター」は、地域の子育てを応援する
サポーターの養成を行っています。講習会を受講して協力会員になりませんか。

☆ 子どもの目は、遠くのものや近くのものを
見たり、動くものを目で追ったりするなかで
発達が促されます。
【 目の発達を促す遊びのおススメ 】
・にらめっこ等の目と目をあわせる遊び。
・ブロック等を組み立てる遊び。
・ボール遊び。

（お子さんと一緒に受講できます）

■ 日時
場所
内容

10月22日（月）・ 25日（木）両日 9:30～12:30
すくっぴーひろば 研修室
子育てを取り巻く環境、子どもの発達と育児 等

サポートの内容は、お子さんを預かったり、保育園等の施設に送迎をしたり。
報酬は1時間600円～。保険に加入するので安心してサポートできます。
すくっぴーひろばを利用しているママには、ママ同士で「お子さんを預けたり
/ 預かったり」...『お互いさま』のサポートはいかがでしょうか。
詳しくは、スタッフに問い合わせてください。
講習会の様子

お子さんを
同室で
見守ります

みんなで考える 「防災サロン」
東北大学の学生さんと「日常生活における防災」について考えてみませんか？
■ 日時 10月：5日・18日、両日 10:30～11:30
11月：8日 11:00～12:00、30日 10:30～11:30
12月：18日 10:00～12:00
場所 すくっぴーひろば 研修室 （出入り自由。お子さんと一緒にどうぞ）
✿ 情報コーナーのリーフレットをご覧ください

安心で楽しい すくっぴーひろばの一時預かり をご利用ください
✿ 一時預かり でお子さんものびのび ✿
すくっぴーひろばのイベントはきょうだいを連れて参加する
こともできますが「ひとりのお子さんとじっくり関わりたい」
と、一時預かりを利用する方もいます。
託児室で過ごすお子さんはのびのびと遊び、イベントに参加するお子
さんはパパやママとの時間を思いきり楽しんでいるようです。
このような一時預かりの利用もいいですね ❤
【 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。

保育所

