
多賀城市子育てサポートセンター

☆ すくすくハッピー２

5月15日（火）10:15～11:30

対象: H29.5月～9月生まれの
乳児と保護者15組

内容: わらべうたと親子ふれあい遊び
お母さん同士の情報交換

講師: 武田 節子氏

★ 子育てコンシェルジュ
なんでも相談

5月17日（木）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～

☆ すくすくハッピー1

5月28日（月）10:15～11:30

対象: H29.10月～H30.1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
お母さん同士の情報交換

講師: smile x hug  
いしざき ゆきえ氏

☆ すくっぴー
親子 DE クッキング

5月31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: 友好都市奈良市を知ろう！
～味噌にゅうめん、ずんだ団子～

協力: 多賀城市地域コミュニティ課
参加費: 400円

申込

4/30～

☆ 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

申込随時

☆：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 ）

申込

5/14～

平成30年４月20日号

申込

5/20～

申込

5/17～

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

 

1日 （金） おしゃべり広場１

3日 （日）☆ たがママ・パーティー in すくっぴー

5日（火） どこでもハッピー （大代地区公民館）

7日（木） おたのしみ会

8日 （金） おしゃべり広場２　

11日 （月） 身長体重測定（1歳児以上）

12日（火）☆ すくすくハッピー３

14日 （木） 1歳児 come☆かむ広場

（H29.5.16～6.13生）

15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

16日 （土）☆ もうすぐパパママ

17日 （日）★ ファミリーコンサート

18日 （月） 身長体重測定（0歳児）

19日 （火）☆ ファミリー・サポート・センター

「新規協力会員講習会」 （1日目）

22日 （金）☆ ハローベビー

おしゃべり広場３

25日 （月）☆ はじめてのこうつうあんぜん教室

26日 （火）☆ ファミリー・サポート・センター

「新規協力会員講習会」 （2日目）

30日 （土）☆ すくっぴー親子 DE クッキング
　

 

 ６月の行事予定

日 月 火 水 木 金 土

  1 2 3 4 5
休館日 休館日 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

 

  

6 7 8 9 10 11 12
休館日 休館日 おたのしみ会 おしゃべり広場１

10:15～10:45 （０～４か月児）

13:30～14:30
お誕生会と職員に 他市町村の方も

よる出しもの 参加できます

13 14 15 16 17 18 19
身長体重測定 ☆すくすくハッピー２ 休館日 ★子育てコンシェルジュ 出前おはなし会 ☆もうすぐ

 （1歳児以上） 10:15～11:30 　　      なんでも相談 11:00～11:20 パパママ

 10:30～11:00 ＊申込 4/30～ 9:30～15:30 おしゃべり広場２ 10:00～12:00

 　 ＊申込 随時受付 （５～８か月児） ＊申込は健康課

　 わらべうたと 13:30～14:30

親子ふれあい遊び 他市町村の方も
　 参加できます

　

20 21 22 23 24 25 26
身長体重測定 休館日 ☆ハローベビー おしゃべり広場３
　（0歳児） 1歳児 come☆かむ広場  10:00～11:30 （９～１２か月児）

10:30～11:00 （H29.4.13～5.15生）  13:30～14:30

 他市町村の方も 　

参加できます
 

27 28 29 30 31
みらくる☆キッズ ☆すくすくハッピー１ ファミサポ　 休館日 ☆すくっぴー親子

（双子サークル） 10:15～11:30 協力会員・両方会員の集い  　   　DE クッキング　

10:00～12:00 ＊申込 5/14～ 9:30～12:00 　 10:00～12:00

ベビーマッサージ （ 清掃日） ＊申込 5/17～

赤ちゃんヨガ

☆ ★ 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

すくっぴーだより 5月号



保育所

ｔ

ひろばに掲示中の「日本地図」を見ると、利用者のみなさんの
出身地が全国各地に広がっていることが分かります。春を迎え「引越し
てきました」という新しい利用者さんも多くいらっしゃいます。
新しい土地で「お子さんの預け先がない」と困ってしまいますね。

一時預かりは利用登録をしておくと、空きがあれば当日でも利用する
ことができます。ママの体調が悪い、美容院に行きたい、ホッと一息つ
きたい…理由は問いません。いざという時のために、利用登録をしてお
くと安心ですよ。

【 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）

少しずつ暖かくなり、散歩や外で遊ぶ
のが気持ち良い季節になりました。靴を
履いてお外に出る前に、お子さんの靴を
見直してみませんか?

毎月開催の「おたのしみ会」では、誕生月のおともだちをみんなで

お祝いしています。

4月から、誕生日プレゼントがすてきな「かんむり」になりました。

この「かんむり」は、スタッフやボランティアさんがひとつひとつ心

を込めた手作りです。

スタッフの愛情たっぷり❤おたのしみも楽しいですよ。4月は「手

袋シアター・おはながわらった」「歌・ちょうちょう」「歌い聞か

せ・はらぺこあおむし」「体操・わーお！」を楽しみました♪

誕生月のおともだちはもちろん、そうでないおともだちも、みんな

で楽しい時間を過ごしましょう。参加申込みは必要ありません。皆さ

んの参加をお待ちしています！

次回は、5月10日（木）10時15分～10時45分です。

すくっぴーひろばのスタッフがすべり台やままごと

などのおもちゃをもっておじゃまします。普段遠くて

なかなか遊びに来れない皆さんも、ぜひ足を運んでくださいね！

新田公民館
日時 : 7/12（木）,  10/23（木）

大代地区公民館 第1・第2 和室

日時 : 6/5（火）, 9/7（木）

時間 : 10:00～11:30（出入り自由）
対象 : 乳幼児と保護者 （地区外の方でもかまいません）
内容 :  おもちゃあそび、読み聞かせ、 わらべうたあそび

子育てコンシェルジュ相談など

足は身体の土台です。足の健康は身体
や頭脳の発育に重要です。足にたくさん
ふれたり、足指で遊ぶことが健やかな足
の育ちにつながります。「はだし」で過
ごすことも大切です。

～ 参加者さんの声 ～
アットホームで、まったりゆったりタイムを過ごせて
よかった！近所のママや子どもと知り合えた。

『 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 ～

0.・1・2
歳児


