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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
1月31日（金）10:00～12:00
対 象：2歳以上のお子さんと保護者8組
参加費：300円

ﾒ ﾆ ｭ ｰ：ヨーグルトプリンと
クラッカーサンド

協 力：ゼライス株式会社

申込受付：多賀城市・他市町村ともに
1/１７～2５

※申し込み多数の場合は抽選。結果は、
１月２６日（日）に連絡します。

すくすくハッピー２
1月23日（木）10:15～11:30
対 象：H31.１月～R1.５月生まれの

お子さんと保護者15組
内 容：ベビーマッサージ、赤ちゃんヨガ®

ママ同士の交流、情報交換
講 師：まんどろスマイル 佐藤真紀子氏

おしゃべり広場１
13:30～14:30

（0～6か月の赤ちゃん
とママ）

おしゃべり広場２
13:30～14:30

（7～12か月の赤ちゃんとママ）

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

1歳児come☆かむ広場
対象者には案内送付

すくすくハッピー１
10:15～11:30

すくっぴー
親子DEクッキング
10:00～12:00

子どものでこぼこ発達が気になる
ママのためのおはなし会
1月30日（木）10:15～11:30
対 象：1歳6か月以上のお子さんの母親6名
内 容：落ち着きがない、かんしゃくをおこ

す、初めての場所が苦手など、育て
にくさを感じているママのためのお
しゃべり広場
*ゆっくり話せるように、ママのみの
参加とさせていただきます。
預け先がない方はご相談ください。

すくすくハッピー１
1月16日（木）10:15～11:30
対 象：Ｒ１.６月～９月生まれの

お子さんと保護者15組
内 容：ベビーマッサージ、赤ちゃんヨガ®

ママ同士の交流、情報交換
講 師：smile×hug いしざきゆきえ氏

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1/9～
他市町村の方1/１6～

申込受付：多賀城市の方12/26～
他市町村の方１/９～

申込受付：多賀城市の方1/1６～

他市町村の方1/2３～

成人の日 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

※1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

双子サークル
みらくる☆キッズ
10:00～11:30

休館日

休館日ダウン症児サークル

10:00～11:30

※ひろば13:00～
一時預かり9:00～

子どものでこぼこ発達
が気になるママのため
のおはなし会

10:15～11:30

休館日

乳幼児救急法
2月４日（火）10:15～11:30
対 象：乳幼児の保護者15名

*お子さんの同伴可
内 容：応急手当やAEDの使い方を学び

ましょう
講 師：多賀城消防署

申込受付：多賀城市の方1/21～
他市町村の方１/28～

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
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休館日

休館日

休館日

休館日
休館日休館日

すくすくハッピー２
10:15～11:30

3日（月）身長体重測定(1歳児以上) 
4日（火）乳幼児救急法
6日（木）おたのしみ会
7日（金）おしゃべり広場１
9日（日）パパと遊ぼう

10日（月）身長体重測定(0歳児)
14日（金）おしゃべり広場２
15日（土）もうすぐパパママ
17日（月）すくすくハッピー３
18日（火）1歳児come☆かむ広場
20日（木）ファミサポ協力会員の集い
21日（金）出前おはなし会
27日（木）ハローベビー
28日（金）すくっぴー親子DEクッキング

「サバメシクッキング」

【休館日】 5日(水)・12日(水)
19日(水)・25日(火)
26日(水)

休館日

パパと遊ぼう
2月9日（日）10:30～11:30
対 象：1歳6か月以上のお子さんと父親

12組
内 容：パパと一緒に身体を動かして遊ぼう！

絵本を読んでもらおう！

申込受付：多賀城市の方1/26～
他市町村の方2/2～

ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ
新規協力会員講習会
９:30～16:30

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会議



保育所

一時預かりを利用できるのは、生後6か月～就学前のお子さんで、事前
に登録・面接が必要です。

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。

Q1.ママひとりの時間は・・・

Q2.もっとひとりの時間が欲しい・・・

Q3.自分の時間があったらしたい事は・・・

「ひとりの時間」を2時間以上欲しいと思っているママが、たくさんいました。
忙しい毎日ですが、ママにも自分の時間は必要です。もし、お子さんの預
け先に悩んだら、一時預かりを利用する方法もあります。どうやったら自分
の時間をつくれるのか考えてみてください。すくっぴーの一時預かりは自分
の時間づくりのお手伝いをします。

ママひとりの時間があったら…結果発表！

たいせつ💛ママの「リフレッシュ」

子どもの相手をしていると、自分の時間がと
れず、やりたいことがなかなかできない・・・
そんな気持ちで辛くなったことはありません
か?自分の時間がとれないことをストレスに
感じる人、あまり感じない人、その感覚は人
それぞれです。だからこそ、自分のリフレッ
シュ法を見つけて、うまく気持ちをコントロー
ルしていくことが大切です！
リフレッシュするために誰かの手を借りられ
ない時や、うまく力を抜けない時は、スタッフ
にご相談ください。ママがリフレッシュできる
と、より子どもが
可愛く思えますよ。
（多賀城市子育て親育ちサポートブック
すくすくp17参照）

12月1日、6人の頼もしきパパが「すくっぴーおやじの会」に
集結し、ひろばで人気の「ダンボールハウス」の建て替え工事が行わ
れました！
アイディアを出し合い、パパの個性がキラ
リと光るダンボールハウスが完成しました。
みんなで大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。

「おたのしみ会」では、誕生月のお子さんをみ
んなでお祝いします。12月12日は、13人の
12月生まれさんをみんなでお祝いしました。
もうすぐクリスマスだね～なんてお話していた
ら・・・すくっぴーひろばにもサンタクロース
が!!みんなにクリスマスプレゼントを持ってき
てくれました。メリークリスマス！

北風の冷たい季節になりました。ひろばは冬でも裸足で遊べるように、
床暖房が入っています。裸足で過ごすことは、お子さんの発達にとても
良いと言われています。寒い時期でも裸足で遊べるように、タイツでは
なく、スパッツに靴下などの組み合わせをお勧めしています。
また、お子さんは大人より体温が高く、体温調整機能が未発達なため、
衣服内の温度が上がると、体温も上がります。特に赤ちゃんは気づか
ないうちにあせもになっていることもありますので、ご注意ください。
薄着は、手足や体を自由に動かすことができるので、
身体発達も促すといわれます。寒い日は、上着で調節
し、室内では薄着で過ごせるといいですね。

ない 45人ある 40人

30分以上
欲しい2人

1時間以上欲しい
17人

2時間以上欲しい 65人

家事
6人

病院に
行く

7人

自分磨き
19名

家で好きなこと
25名

趣味
29名

ひろばの掲示板で「ママのひとりの時間があったら・・・」
のアンケートにシールを貼ってもらっていました。


