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30年８月20日号
日

月

火

水

木

☆ ★ 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。

2

3

4

5

7
おたのしみ会

どこでもハッピー

10:15～10:45
お誕生会と職員に
よる出しもの

（新田公民館）
10:00～11:30

休館日

（1歳児以上）
10:30～11:00

「うんとこしょ」
「どっこいしょ」
おおきなかぶを
ぬきましょう！

9

10
身長体重測定

11

12
休館日

土

: 他市町村の方も参加できるイベントです。

6

身長体重測定

金

13
☆すくすくハッピー１

（0歳児）
10:30～11:00

〔 出入り自由 〕
＊直接会場へ！

おしゃべり広場１
（０～４か月児）
13:30～14:30

14

1

8
★パパと遊ぼう
10:30～11:30

＊申込 8/25～
パパと一緒に楽しむ
親子体操と読み聞かせ
～タオルを使って
遊ぼう～

15
おしゃべり広場２

10:15～11:30

（５～８か月児）
13:30～14:30

＊申込 8/30～
わらべうたと
親子ふれあい遊び

16

17

18
敬老の日

19
休館日

20
休館日

21
一時預かりは通常

1歳児 come☆かむ広場
（H29.8.14～9.14生）

出前おはなし会
11:00～11:20
市立図書館から出前
絵本の読み聞かせ
や紙芝居

13時 開館

23

24
秋分の日

25
振替休日

30

26
休館日

休館日
（ 清掃日）

27
☆すくすくハッピー２

28
☆ハローベビー

10:15～11:30

10:00～11:30

＊申込 9/13～
★子育てコンシェルジュ
なんでも相談

おしゃべり広場３

22
☆すくっぴー親子
DE クッキング
10:00～12:00

＊申込 9/8～
南部どりサラダチキンで
カップ寿司＆とり団子
スープを作ろう！

29

（９～１２か月児）
13:30～14:30

9:30～15:30

＊申込 随時受付
☆：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 ）

☆ すくすくハッピー２
★ パパと遊ぼう！
9月8日（土）10:30～11:30
対象: 1歳6か月以上の幼児と父親12組
内容: パパと一緒に楽しむ親子体操
～タオルをつかって遊ぼう～
読み聞かせ

申込 8/25～

☆ すくすくハッピー1
9月13日（木）10:15～11:30
対象: H30.2月～5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

申込 8/30～

☆ すくっぴー
親子 DE クッキング
9月22日（土）10:00～12:00
対象: 2歳以上の幼児と保護者12組
内容: 南部どりサラダチキンでカップ寿司
＆とり団子スープを作ろう！
参加費: 400円
協力:（株）アマタケ
申込 9/8～

9月27日（木）10:15～11:30
対象: H29.9月～H30.1月生まれの
乳児と保護者15組
内容: 親子でふれ合おう～ベビーマッサージ
と赤ちゃんヨガ～
お母さん同士の情報交換
講師: まんどろスマイル
申込 9/13～
佐藤 真紀子 氏

★ 子育てコンシェルジュ
なんでも相談
9月27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
申込随時
応対します～

☆ 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～

１０月の行事予定
1日 （月）
2日 （火）
4日 （木）☆
5日（金）
6日（土）☆
11日 （木）
12日（金）
15日 （月）
16日 （火）

身長体重測定（1歳児以上）
みらくる☆キッズ（双子サークル）
すくすくハッピー３
おしゃべり広場１
もうすぐパパママ
おたのしみ会
おしゃべり広場２
身長体重測定（0歳児）
1歳児 come☆かむ広場
（H29.9.15～10.15生）

18日 （木）☆ 保育園見学（アルシュ多賀城保育園）
19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
20日 （土）★ ファミリーコンサート
22日 （月）☆ ファミサポ 「新規協力会員講習会」 1日目
23日 （火）
どこでもハッピー（大代地区公民館）
25日 （木）☆ ファミサポ 「新規協力会員講習会」 2日目
26日 （金）
おしゃべり広場３
29日（月）★ 子育て講話
30日（火）☆ すくっぴー親子 DE クッキング

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

7月26日、食育アドバイザーの山本宣恵さんをお迎えして「手作りソーセー
ジ」の作り方を教えて頂きました。「添加物が入っていない手作りソーセー
ジ」は、ウインナーやソーセージが大好きなお子さん
にもママにも安心❤ あっという間においしく出来て
おにぎり・かぼちゃサラダ・野菜スープと一緒に食べ
た「栄養満点のランチ」は、お子さん達を笑顔にして
くれました。
✿ ひろばのカウンターに「レシピ」を置きました。
お家でお子さんと一緒に作ってみてください。

7月3日、宮城県「親のみちしるべ」ファシリテーター『あんだんて』の
皆さんをお迎えして、「日頃の子育ての思い」について話し合いました。
「かんぺきな親なんていない」「子育ての悩みや不安は誰にでもある」の
気付きのなかで、「自分だけじゃなかった」と、ホッとした方も多かった
のではないでしょうか。
「気分転換」のテーマの際には「好きな音楽を聞くこ
と」や「好きなものを食べること」などがあげられ
「私も！」「それいいね」と、にこやかになり、最後
は「たくさん話せてよかった」「もっと話したい」
の声が聞かれました。
「話す」ことが一番の気分転換になったようです。

事故は大人が子どもに注意を払っていて
も発生します。子どもの目に付くところ
や手の届く範囲には、誤飲の危険性があ
るものは置かないようにしましょう。
【 誤飲事故の原因となった
主な家庭用品などの種類 】
・タバコ : 1歳前後に多い
・薬 : 1～2歳に多い
・電池・玩具・食品 : 幅広い年齢の
乳幼児に多い
誤飲は、6～11か月児に最も多く、
次いで、12～17か月児に多く
ありました。
（家庭用品等に係る健康被害
病院モニターの報告の概要より）

☆ 誤飲事故は、5～6歳児を含め、幅広い
年齢で報告されています。あらためて
家庭内の安全を確認しましょう。

子育てに一生懸命な毎日。力を抜いて、一息つけるといいですね❤
（ 文科省・県・市教育委員会認可 ）

『 ボランティア さん 』大募集 !!

家庭教育支援チーム 「あんだんて」は
子育て中の方が通院などの外出の際に、または自宅に出向いて
育児のお手伝いをする「有償託児ボランティアグループ」です。

すくっぴーひろばで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 ～

✿ すくっぴーひろば では、7月の
✿ 活動の詳しい内容は
「子育て講話」と「親子クッキング」
情報コーナーにある
に、ご協力頂きました。
ピンクのチラシをご覧ください。

～ 「ぬいぬいクラブ」 を 紹介します ～
ひろばには、お裁縫ボランティア「ぬいぬいクラブ」
の皆さんに作って頂いたものがたくさんあります。
布がもつふっくらとした手触りと、作り手の
優しい思いが、ひろばをあたたかく包んでい
ます。
すくっぴーひろばでは、多くのボランティア
さんが活躍し、様々な場面で支えてくださっ
ています。
皆さん ありがとうございます❤

大型遊具の後ろの 赤ちゃんひろばの
アンパンマン
タペストリー

～ 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 ～
預ける時、思ったよりすんなりとバイバイしてくれました。
帰ってくると、今まで話していなかった「ことば」を話したり
お迎えの時の笑顔をみると、おともだちや先生と楽しく過ごし
ていたんだなと安心します。（2歳・アンパンマン体操大好き
Fちゃんママ）

いつも遊びに来ているお子さんにとって、スタッフや環境に慣れている「す
くっぴーひろば」の一時預かりは、安心で楽しい場所になっているようです。
おともだちや家族以外の大人とかかわり、新しい経験をすることは、お子さ
んの成長を促すきっかけにもなりますよ。
【 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）
＊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

