多賀城市子育てサポートセンター

すくっぴーだより ３月号
平成31年２月20日号
日

月

火

水

木

金

土

おしゃべり広場１

2
☆もうすぐパパママ

（０～４か月児）

10:00～12:00

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。
それ以外のイベントは当日お越しください。

: 他市町村の方も参加できる
イベントです。

13:30～14:30

3
みらくる☆キッズ

4

5
身長体重測定

6

7

☆すくすくハッピー２

（双子サークル）

（1歳児以上）

10:15～11:30

10:00～12:00

10:30～11:00

＊申込 2/19～

8

休館日

おたのしみ会
10:15～10:45
お誕生会と職員による

プロジェクトコンサート

身長体重測定

12
☆すくすくハッピー１

（0歳児）

ゴ・ゴー！

13

14

一時預かりは通常

休館日

10:15～11:30

15
11:00～11:20

1歳児 come☆かむ広場

おしゃべり広場３

H30.2.8～3.11生

（９～１２か月児）
13:30～14:30

13時 開館

17

18
☆キッズデー

19
★子育てコンシェルジュ

＊申込 3/4～

9:30～15:30

楽しく身体を動かそう
新聞紙・パラバルーン

＊申込 随時受付

25
★すくっぴー親子
DE 減災・防災

31

21

22

休館日

23

春分の日

休館日

なんでも相談

10:15～11:15

24

20

16
出前おはなし会

多賀城市

＊申込 2/26～

10:30～11:00

13:30～14:30

新幹線でゴー！

10:30～11:00

11

（５～８か月児）

「おたのしみ」

たがぶん ｘ 山響アウトリーチ

10

9
おしゃべり広場２

26

27
☆ハローベビー
10:00～11:30

休館日
（ 清掃日）

28
☆すくっぴー親子
DE クッキング

10:15～11:30

29

30
～ ご参加ください ～

10:00～12:00

＊申込 3/11～

「おしゃべり広場 1・2・3 」
お母さん同士
おしゃべりを楽しみましょう！

＊申込 3/14～
デコレーション寿司
はんぺんスープ

申込みは ９時～電話・来館にて
☆：多賀城市内にお住まいの方
★：他市町村の方の申込みも可

☆ すくすくハッピー２
3月5日（火）10:15～11:30
対象: H30.3月～7月生まれの
乳児と保護者15組
内容: 離乳食の話、ふれあい遊びとフリー
トーク
講師: 多賀城市 健康課
申込 ２/19～
管理栄養士

☆ すくすくハッピー１
3月12日（火）10:15～11:30
対象: H30.8月～11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
ママ同士の情報交換
講師: 武田 節子 氏

★ すくっぴー
親子 DE 減災・防災
3月25日（月）10:15～11:30
対象: 乳幼児を持つ保護者15人
内容: 親子で知っておくべき減災・防災の
ための知恵と工夫を学びます
参加者同士の情報交換
（市民以外の参加可）
講師: 東北大学准教授
柴山 明寛 氏
申込 3/11～

☆ すくっぴー
親子 DE クッキング
3月28日（火）10:00～12:00
対象: 2歳6か月以上の幼児と保護者８組
内容: 簡単☆飾り付けも楽しいデコレー
ション寿司とはんぺんスープを作ろう！
参加費: ４00円

申込 3/１4～

～ 申込不要 ～
すくっぴーひろばで
生の演奏をお楽しみください

3月18日（月）10:15～11:15
対象: 1歳6か月以上の幼児と保護者15組
内容: 親子で楽しく身体を動かそう
新聞紙や「パラバルーン」を使って
楽しもう

申込 3/4～

5日（金）

おしゃべり広場１

8日（月）

身長体重測定（1歳児以上）

11日（木）

おたのしみ会

12日（金）

おしゃべり広場２

13日（土）☆ もうすぐパパママ
15日（月）

身長体重測定（0歳児）

17日（水）

ボランティア会議 （休館日）

18日（木）☆ キッズデー
19日（金）

出前おはなし会

22日（月）☆ すくすくハッピー３
23日（火）

多賀城市 1歳児 come☆かむ広場
（H30.3.12～4.9生）

25日（木）☆ すくっぴー親子 DE クッキング

申込 2/26～

☆ キッズデー

４月の行事予定

たがぶんｘ山響アウトリーチ
プロジェクトコンサート
3月5日（火）10:30～11:00
対象: 乳幼児と保護者
内容: 山形交響楽団によるミニコンサート

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

すくっぴーひろば は
就学前の 3月31日まで 利用することができます
～ 小学校入学前にたくさんの元気な笑顔をみせてください ～
4月になるとひろばで遊ぶことはできなくなりますが、引き続き
「子育てに関する相談ができる場」として利用して頂くことができます。

✿ すくっぴーひろば では
お子さんが小学校や幼稚園に入学・入園することで少しだけ時間に余裕
ができた方に「先輩ママボランティア」として活躍して頂いています。
「この春から私も...」そんなママにもボランティアはいかがでしょうか。
～ スタッフにお声掛けください ～

すくっぴーひろばでは、毎月お子さんの月齢にあわせた
ママを対象に「おしゃべり広場」を開催しています。
あかちゃんのママ同士、日頃気になっている「あんなこと」や
「こんなこと」... 勿論、楽しい事も ❤ おしゃべりしてみませんか？
スッキリするかもしれませんよ！
🌼 4月から以下に対象が変わります。
開催日時は、裏面のカレンダーをごらんください。
「 おしゃべり広場 1 」 0～6か月児のママ
「 おしゃべり広場 2 」 7～12か月児のママ
申込不要。当日、時間までにいらしてください。

スキンケアはお子さんとのコミュニケーションに
もなります。お子さんとの触れ合いを楽しむ気持
ちでスキンケアを続けましょう。

すくっぴーひろば の
「ふれあいひろば」は 11:00～13:00の間
お食事することができます
「食事」と「遊び」を区別して
落ち着いて食事ができるように
『 パーテーション 』を設置しました。
食事が楽しい時間になるように
スタッフ一同お手伝いしていきます。

～ 新しい生活に向けての準備、お手伝いします ～
「引っ越しの準備や片付けをしたい」
「保育所の入所に向けて保育体験をしたい」... など
新しい生活に向けての準備に「すくっぴーひろばの一時預かり」を利用し
ている方も多くいらっしゃいます。
新しい生活を笑顔で迎えられるよう、一人ひとりにあわせた対応を心がけ
ています。ぜひ、ご利用ください。
登録や利用について...どんなことでも気軽にお問合せください。

✿ 2019年4月からの利用に登録はお済みでしょうか
一時預かりは、年度ごとに登録が必要です。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。
【 一時預かり（生後6か月～就学前）】
❤ 詳しくは
多賀城市民
1時間 700円（以降 30分毎に 350円） スタッフまで
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

