多賀城市子育てサポートセンター

すくっぴーだより ６月号
月

日

火

水

木

2019年５月20日号

金

土
１

２

３

４

５

たがママ・パーティー
inすくっぴー

６
休館日

７

たがMama-Map

10:00～11:30

８

おしゃべり広場１
13:30～14:30

10:00～11:30

９

１０
身長体重測定
(1歳児以上)
10:30～11:00

１６

２３

１７

１２

すくすくハッピー3
10:15～11:15
シール遊びと
リズム遊び

10:30～11:00

※対象のお子さんに
案内が届いています

２４

２５

身長体重測定
(1歳児以上)

come☆かむ広場

１３

１４

おたのしみ会
10:15～10:45

おしゃべり広場２
13:30～14:30

※6月生まれのおともだちを
みんなでお祝いしましょう

※ひろば13:00～

1歳児

7/1

休館日

１８ 一時預かり9:00～ １９

身長体重測定
(0歳児)

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
新規協力会員講習会
（1日目）

３０

１１

休館日

２０

１５
もうすぐパパママ
両親学級3回目
申込は多賀城市健康課

２１

２２

どこでもハッピー
10:00～11:30

出前おはなし会
11:00～11:20

ファミリー
コンサート

※多賀城市新田公民館に
あそびの出前に行きます

※多賀城市立図書館
スタッフによる読み聞かせ

10:15～11:00

２６

２７

２８

２９

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
新規協力会員講習会
（２日目）

休館日
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会議

すくっぴー
親子DEクッキング
10:00～12:00
サンドイッチを作ろう！

ハローベビー
両親学級４回目
申込は多賀城市健康課

多賀城あやめまつり
工作コーナー出店

7/2

7/3

7/4

1歳児

come☆かむ広場

たがﾏﾏ･ﾊﾟｰﾃｨｰinすくっぴー
６月４日（火）10:00～11:30
対 象：多賀城市に転入して
概ね3年目までの乳幼児の母親
内 容：情報交換、交流
子育てｺﾝｼｪﾙｼﾞｭからの情報提供
参加費：1人300円
※ママのみの参加とさせていただきます。
お子さんの預け先には一時預かり、ﾌｧﾐ
ﾘｰｻﾎﾟｰﾄなどをご利用ください。
申込受付；多賀城市の方5/21～

休館日

申込み制のイベントは多賀城市に
お住まいの方を優先させていただきます。
（ 申込みは ９時～電話・来館にて）

すくすくハッピー３
6月11日（火）10:15～11:15
対象：H29.12月～H30.4月生まれの
お子さんと保護者15組
内容：シール遊び・リズム遊び
申込受付；多賀城市の5/28～
他市町村の方6/4～

ファミリーコンサート

みんなで作る！たがMama-Map
6月6日（木）10:00～11:30
対象：乳幼児の保護者 15人
内容：「いいね」と思う多賀城の場所や
人などを出しあい、地図をつくり
ます
ﾌｧｼﾘﾃｰﾀｰ：東北学院大学
地域共生推進機構
特任准教授 菊池広人氏
申込受付；5/23～

子育てｺﾝｼｪﾙｼﾞｭなんでも相談
毎週金曜日10:00～15:00
お子さんの預け先、心配ごと・困りごと
なんでもお話しください
予約優先・予約受付随時（当日も可）

7/5

どこでもハッピー
(大代地区公民館）

6月22日（土）10:15～11:00
対象：乳幼児の保護者50組
内容：子育て応援団「ｼﾞｬｲｱﾝとぱぱ」
と一緒に遊びうた・ふれあい遊
びを楽しもう！
申込受付；6/8～

すくっぴー親子DEクッキング
6月27日（木）10:00～12:00
対 象 ：2歳6か月以上の
お子さんと保護者8組
参加費 ：親子１組400円
ﾒ ﾆ ｭ ｰ ：サンドイッチを作ろう！
申込受付；多賀城市の方6/13～23
他市町村の方6/20～23
※申し込み多数の場合は抽選

7/6

おしゃべり広場１

1日（月）身長体重測定(1歳児以上)
2日（火）1歳児come☆かむ広場
4日（木）どこでもハッピー（大代）
5日（金）おしゃべり広場１
8日（月）身長体重測定(0歳児)
9日（火）双子ｻｰｸﾙ「みらくる☆キッズ」
11日（木）おたのしみ会
12日（金）おしゃべり広場２
18日（木）すくすくハッピー１
19日（金）出前おはなし会
20日（土）もうすぐパパママ
22日（月）すくすくハッピー２
23日（火）ハローベビー
24日（水）館内清掃・ボランティア会議
25日（木）ファミサポの集い
26日（金）ﾄｲﾚﾄﾚｰﾆﾝｸﾞについて話そう！
28日（日）ダウン症児ｻｰｸﾙ「ぷらすわん」
30日（火）すくっぴー親子DEクッキング
「かんたんおやつを作ろう！」
【7月の休館日】
3日(水)・10日(水)
16日(火)・17日(水)
24日(水)・31日(水)

6月4日は「たがママ・パーティー
inすくっぴー」を開催します。多賀城
にお引越ししてきたママ（転入して3
年目くらいまで）を対象に、お茶を飲
みながらおしゃべりを楽しみましょう。
参加はママのみになります。お子さん
の預け先がない方は、一時預かりやﾌｧ
ﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰをご案内しますので、
スタッフにご相談ください。

①スマートフォンな
どで写真を撮る
②下記QRコードの場
所にアップロード
③ワークショップで
紹介

6月6日は「みんなで作る！たが
Mama-MAP」を開催します。みなさん
が「いいね！」と思う場所・景色・人・
イベントなど多賀城の「いいところ」を
共有しましょう！
私らしく暮らせるまち、子育てしやす
いまち「多賀城」を発見しませんか？
当日参加できない方も、「みらいに残
したい多賀城」の写真をお寄せください。

6月4日は虫歯予防デーです。
乳歯でも油断は禁物！！
虫歯の予防には、規則正しい
生活をすることが大切です。
食事の時間、おやつの時間を
しっかりと決めて、不規則な
生活をしないように習慣づけ
ましょう。
○歯が生える前から、お口の周りや口の
中を触られることに慣らしましょう。
○乳歯が生え始めたら、清潔なガーゼな
どで歯の汚れを拭き取りましょう。
○上下の乳歯が生えてきたら、歯ブラシ
を使って優しく磨きましょう！

あそびうたユニット「ジャイアンとぱぱ」と一緒に
あそびうたやふれあい遊びを楽しみましょう！
宮城の子育て応援団！
「ジャイアンとぱぱ」とは？
宮城県内の保育士さんや幼稚園の先生などが
集まった子育て応援団です。
親子の「ふれ愛」をテーマにあそびうたやふ
れあい遊び、びっくりシアターなどたくさん
の親子と楽しんでいます。すくっぴーひろば
でも、一緒に楽しみましょう♪

保育所

ひろばでのランチタイムは、みんないい笑顔でおい
しそうに食べていますね。気温の高い日が多くなり、
ひろばの室温も高くなってきています。保冷材などを
活用し、お昼ご飯が傷まないようにしましょう。

初めての一時預かりは「泣いてしまうか
も・・・」と不安に思う方もいらっしゃると思
います。最初は泣いてしまっても、保育士に
抱っこされたり、他の子の遊ぶ様子を見たり、
窓から電車を眺めたりしているうちに泣き止ん
で、遊び始めます。
一時預かりを何度か経験するうちに少しずつ慣れて、安心できる場所
になっていくようです。お迎えに来た時には「ごめんね」ではなく、
「ありがとう」と伝えられるといいですね。
【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）
＊利用日の1か月前から予約できます。
空き状況は電話でもご確認いただけます。

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

