
多賀城市子育てサポートセンター

2019年9月25日号
すくっぴーだより 10月号

日 月 火 水 木 金 土

9/29 30 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 11/1 2

1日（金）おしゃべり広場１
7日（木）おたのしみ会
8日（金）おしゃべり広場2

10日（日）パパと遊ぼう
11日（月）身長体重測定(1歳児以上)
12日（火）ビル合同避難訓練
14日（木）1歳児come☆かむ広場
15日（金）出前おはなし会
16日（土）もうすぐパパママ
17日（日）ダウン症児ｻｰｸﾙぷらすわん
18日（月）身長体重測定(0歳児)
19日（火）キッズデー
21日（木）ファミサポステップアップ講習会

「多賀城市内の交通防災を学ぼう」
22日（金）ハローベビー
23日（土）食育講演会
26日（火）すくすくハッピー1

「ママのためのストレッチ・ダンス」
27日（水）ボランティア会議
28日（木）すくすくハッピー２

「こどもの病気と対応」
29日（金）すくっぴー親子DEクッキング

「冷凍食材でかんたん離乳食」

【休館日】 ５日(火)・ 6日(水)
13日(水)・20日(水)
25日(月)・27日(水)

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

※予約優先
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

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）

すくっぴー親子DEクッキング
10月28日（月）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 ：おにぎり弁当
※親子分のお弁当箱をご持参ください

申込受付；多賀城市の方10/14～24
他市町村の方10/21～24

※申し込み多数の場合は抽選

おしゃべり広場１
13:30～14:30

おしゃべり広場２
13:30～14:30

ファミリー
コンサート

10:15～11:00

身長体重測定
(1歳児以上)
10:30～11:00

身長体重測定
(0歳児)
10:30～11:00

もうすぐパパママ

すくすくハッピー3
10:15～11:15

1歳児
come☆かむ広場

※対象者には案内送付

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）
9:30～12:30

すくっぴー
親子DEクッキング
10:00～12:00

子育て講話
10:15～11:30

すくすくハッピー３
10月17日（木）10:15～11:15
対象：H30.4月～8月生まれの

お子さんと保護者15組
内容：お店屋さんごっこ遊び

親子で体を動かそう

ファミリーコンサート
～ムジーク･ドゥ･ラ･メール～
10月20日（日）10:15～11:00
対象 ：乳幼児と保護者
内容：コーラスグループ「ムジーク・
ドゥ・ラ・メール」によるコンサート

申込受付は随時
当日も空きがあれば受け付けます申込受付；多賀城市の方10/3～

他市町村の方10/10～

申込受付；多賀城市の方10/6～
他市町村の方10/13～

休館日

即位礼正殿の儀

体育の日 出前おはなし会
11:00～11:20
※多賀城市立図書館スタッ
フによる読み聞かせ

おたのしみ会
10:15～10:45

※10月生まれのおともだち
をみんなでお祝いしましょう

両親学級3回目
申込は多賀城市健康課

ハローベビー

両親学級４回目
申込は多賀城市健康課

休館日

休館日

休館日
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会議

休館日

ダウン症児サークル

10:00～11:30

どこでもハッピー
10:00～11:30
※多賀城市新田公民館に
あそびの出前に行きます

※ひろば13:00～
一時預かり9:00～

休館日

どこでもハッピー
10:00～11:30
※多賀城市大代地区公民館
にあそびの出前に行きます

おしゃべり広場１
13:30～14:30

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）
9:30～12:30

子育て講話
～足が元気に育つ遊び方～
10月29日（火）10:15～11:30
対象：乳幼児の保護者20人
内容：子どもの足を育てるためにでき

ることって？！靴の選び方も教
えてもらいます

講師：理学療法士 大友伸太郎氏
☆保護者のみの参加となります。
お子さんの預け先がない方は「一時預
かり」や「ファミリー・サポート・セ
ンター」をご利用ください。

申込受付；多賀城市の方10/14～
他市町村の方10/22～

どこでもハッピー
10月31日（木）大代地区公民館
時間：10:00～11:30
対象：乳幼児と保護者
内容：おもちゃ遊び、読み聞かせ、

子育てコンシェルジュ相談



保育所

【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。

幼稚園 : 10月1日～ 各園で入園案内を配布
11月1日～ 各園で入園願書を受付

保育所 : 10月24日～ 市役所1階保育課窓口で入所案内を配布
（園） 11月18日～21日

市役所6階会議室で入所申請を受付（お子さんも一緒に）

詳しくは、多賀城市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・広報多賀城10月号をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化については、各幼稚園・多賀城市保育課にお問
い合わせください。

✿ 毎週金曜日は「子育てコンシェルジュなんでも相談日」です。
幼稚園・保育所(園)に関する相談も受け付けています。

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

 

幼児教育・保育の無償化の対象となる場合には、支払った利用料
の一部または全部について、後日返還されます。また、無償化の対
象となるためには、居住する市町村から「子育てのための施設等利
用給付認定」で新2号または新3号認定を受ける必要があります。
利用開始後の事後申請は認められませんので、無償化の対象とな
るサービスを利用する1か月以上前を目安に、早めに申請しましょう。
詳しくは、各市町村にご確認ください。

生まれたときは明暗を感じる程度の子どもの
視力が大人並みの1.0くらいになるのが、6歳
ころと言われています。生まれてすぐから、視線
を合わせて遊ぶ経験のくり返しが「みる力」を
育てます。子どもは視力に異常が生じても、自
分で症状を訴えることは難しいこと。気になる
様子が見られたら、眼科を受診しましょう。

こんなときは心配です
・目を細めて見る ・片目で見る
・顔を傾けて見る ・まぶしがる
・いつも涙ぐんでいる
・まぶたが下がっている

10月10日は目の愛護デー

お子さんが生まれて、ママになって、ゆっくり“自分の時間”をもつ
のは難しいと感じているのではないでしょうか。
でも…もし！ママの「ひとりの時間があったら」何をしたいですか？

お家で片付け？ ティータイム？
ひろばの掲示板に「ひとりの時間の
使い方」について質問コーナーをつ
くりました。当てはまるところにシール
を貼って教えてくださいね。
すくっぴーひろばの一時預かりは、自
分の時間も大切にしてほしいとの思
いから、「リフレッシュ」のための利用
をお勧めしています。
ママの「ひとりの時間」づくりのお手伝いができたらうれしいです。

１０月２０日（日）１０：１５～１１：００
ひろばにコーラスグループ「ムジーク・
ドゥ・ラ・メール」のみなさんがやってき
ます。素敵な歌声に癒されたり、お子
さんと一緒に楽しく歌ったり、みんな
で楽しみましょう♪

令和２年度幼稚園・保所(園)の
入園・入所申込み受付けが始まります


