多賀城市子育てサポートセンター

すくっぴーだより ２月号
平成30年1月20日号
日

月

火

水

木

金

1

2

3
おしゃべり広場１

☆ ★ の付いているイベントはご本人による申込が必要です。

（０～４か月児）
13:30～14:30

それ以外のイベントは当日お越しください。

4

5

6

7

身長体重測定

☆すくすくハッピー３

（1歳児以上）

10:15～11:15

10:30～11:00

＊申込 1/23～

土

8

9

休館日

一時預かりは通常

おたのしみ会

10

1歳児 come☆かむ広場

10:15～10:45

（H29.1.6～2.8生）

お誕生会と職員に
よる出しもの

新聞紙を使って
遊ぼう！

13時 開館
おしゃべり広場２
（５～８か月児）
13:30～14:30

11

12

13

14

建国記念の日

休館日

15

16

休館日

17
おはなし会
11:00～11:20

おしゃべり広場３
（９～１２か月児）
13:30～14:30

18

19

20

身長体重測定
（0歳児）
13:30～14:00

25

21

★子育てコンシェルジュ
なんでも相談

休館日

9:30～15:30
＊申込 随時

26

27

☆すくっぴー親子
DE クッキング
10:00～12:00
＊申込 2/12～

22

23

28
休館日

☆ キッズデー

「すくっぴーひろば」 では
イベントの様子などをホームページや
Facebook で紹介しています。下記の
QRコードまたは「すくっぴーひろば」で
検索してみてください。

2/15～

３月１日（木）10:15～11:15
対象: 1歳6か月以上の幼児と保護者15組
内容: お母さんのストレッチ・親子で音楽
に合わせて楽しく身体を動かします。
講師: OKJ認定インストラクター
島貫 照美 氏

申込

1/23～

２月６日（木）10:15～11:15
対象: H28.8月～12月生まれの
幼児と保護者15組
内容: 新聞紙を使って遊ぼう。親子で
身体を動かそう。

申込

☆ すくすくハッピー１

2/27～

3月13日（火）10:15～11:30
対象: H29.8月～11月生まれの
乳児と保護者15組
内容: 親子ふれあい遊びとわらべうた
お母さん同士の情報交換

申込

☆ すくっぴー
親子 DE クッキング

2/12～

2月２6日（月）10:00～12:00
対象: 1歳6か月以上の幼児と保護者12組
内容: すくっぴー DE ひな祭り
～オリジナルどらぼこ
とイチゴミルク～
参加費: 200円
協力: （株）松島蒲鉾本舗

24

ファミサポ「協力会員 ☆ハローベビー
10:00～11:30
・両方会員」の集い

申込

☆ すくすくハッピー３

10:00～12:00

9:30～12:30

（清掃日）

☆：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 ）

（ダウン症児
サークル）

申込

✿ ３月の行事予定 ✿
1日（木）☆
2日（金）
5日（月）
8日（木）
9日（金）
10日（土）☆
12日（月）
13日（火）☆
15日（木）

キッズデー
おしゃべり広場１
身長体重測定（1歳児以上）
おたのしみ会
おしゃべり広場２
もうすぐパパママ
身長体重測定（0歳児）
すくすくハッピー１
1歳児 come☆かむ広場
（H29.2.9～3.9生）

16日（金）
17日（土）
18日（日）
19日（月）★
20日（火）☆
24日（土）
27日（火）☆
29日（木）☆

おはなし会
おしゃべり広場３
ぷらすわん （ダウン症児サークル）
すくっぴー親子 DE 減災・防災
子育てコンシェルジュ
なんでも相談
すくすくハッピー２
みらくる☆キッズ（双子サークル）
すくっぴー親子 DE クッキング
ハローベビー

随時

★ 子育てコンシェルジュ
なんでも相談

2月20日（火）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が応対します～

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

「おたのしみ会」に参加したことがありますか？
～「おたのしみ会」では、お誕生日を迎えるおともだちを
みんなでお祝いします ～
お誕生月のおともだちには「何才になったかな？」のインタビュー
をしながら紹介したり、バースデーカードをプレゼントしています。
スタッフによる楽しい出し物もあります♪ お誕生月のおともだちも
そうでないおともだちも、たくさん遊びに来てくださいね。
みんなで一緒に楽しみましょう！

【 1月のおたのしみ会の様子 】

【 バースデーカードは
ボランティアさんと
スタッフの手作りです 】

次回の「おたのしみ会」は
『2月8日（木）10:15～10:45』
スタッフの出し物は
「新幹線でゴー！ゴ・ゴー！」の予定です♪

ゴー・ゴー！

昨年、10月6日～20日「すくっぴーひろば 利用者アンケート」
を実施し、330名の方にご協力をいただきました。お子さんと一緒
にいらっしゃるなか、丁寧にお答えいただき、ありがとうございま
した。利用者の皆さんから頂いた声の一部をご紹介します。
詳細につきましては、ひろばのカウンターにある
「ファイル」や「ホームページ」をご覧ください。

うがい・手洗いのできない赤ちゃんは
手や口の周りを拭いてあげると予防に
なりますよ。

声）スタッフの皆さんがとても話しやすく、相談もしやすいです。
子どもがとても楽しそうに遊んでいるし、きれいに掃除された
施設は過ごしやすく、また来たくなります。
☆スタッフに嬉しい声をいただき、ありがとうございます。
保護者の皆様とともにお子さんの成長を見守る事ができ、とても
うれしく思っております。
又、すくっぴーひろばには、毎日のようにボランティアさんが
お掃除にきて下さっています。見かけたらぜひ声をかけて下さい。
声）市外の人でも参加可能なイベントがもっとあるといいと思います。
「市内の人のみ申込み」のイベントが多いように思います。
☆他市町村にお住いの方も参加できるイベントに「おしゃべり広場」
「おたのしみ会」「おはなし会」「パパと遊ぼう」等があります。
尚、上記以外にも定員に余裕があり他市町村の方の申込みを受
けられる場合には、フェイスブックでお知らせしますのでご確認
ください。
～ 皆様のご意見を参考に
「より良い すくっぴーひろば」にしていきたいと思います。
お気づきの点等ございましたら、スタッフにお声掛けください ～

～ 2月1日から『 平成30年度の利用登録 』を開始します ～
一時預かりは、年度毎に登録が必要です。現在「利用登録済み」の方も
4月以降に利用される方は、あらためて「申請・面接」をして頂きます。
①～③をご持参のうえ、お子さんと一緒にいらしてください。
① 健康保険証のコピー ② 母子健康手帳
❤ 詳しくは
③ 子ども医療費助成受給者証のコピー（対象の方のみ） スタッフまで
【 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 』
2月20日（火）9:30～15:30

✿ 子育てコンシェルジュは
「子育て」に関する
相談窓口・案内人です。

