多賀城市子育てサポートセンター

すくっぴーだより 2月号
月

火

27

28

身長体重測定
(0歳児)
10:30～11:00

双子サークル
みらくる☆キッズ
10:00～11:30

3

4

日
1/26
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

2

身長体重測定
(1歳児以上)
10:30～11:00

9

10

パパと遊ぼう
10:00～11:30

16

身長体重測定
(0歳児)
10:30～11:00

17

水
29
休館日

11

休館日

24

天皇誕生日

振替休日

30

31

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

すくっぴー
親子DEクッキング
10:00～12:00

6

おたのしみ会
10:15～10:45

13

7

8

おしゃべり広場１
13:30～14:30
（0～6か月の赤ちゃんと
ママ）

15

おしゃべり広場２
13:30～14:30
（7～12か月の赤ちゃんと
ママ）

18

※ひろば13:00～
一時預かり9:00～

19

休館日

25

26
休館日

休館日

20

21

ファミサポ
協力両方会員の集い
９:15～11:45

27
ハローベビー

もうすぐパパママ
両親学級３回目
申込みは多賀城市健康課

22

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

28

両親学級４回目
申込みは多賀城市健康課

土
2/1

14

休館日

すくすくハッピー3
1歳児come☆かむ広場 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会議
10:15～11:15
対象者には案内送付

23

金

※2月生まれのおとも
だちをみんなでお祝い
しましょう

12

建国記念の日

木

10:15～11:30

5

乳幼児救急法
10:15～11:30

2020年1月20日号

29

すくっぴー
親子DEクッキング
10:00～12:00

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）

乳幼児救急法

キッズデー

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

3月3日（火）10:15～11:15
対 象：1歳6か月以上のお子さんと保護者
15組
内 容：親子で身体を動かそう！
ひなまつりを楽しもう！

申込受付：多賀城市の方1/21～
他市町村の方１/28～

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～

申込受付：多賀城市の方2/18～
他市町村の方2/24～

すくすくハッピー１
3月5日（木）10:15～11:30
対 象：Ｒ１.8月～11月生まれの
お子さんと保護者15組
内 容：わらべうた遊び
ママ同士の情報交換
講 師：武田 節子氏
申込受付：多賀城市の方2/20～
他市町村の方2/27～

2日（月）身長体重測定(1歳児以上)
3日（火）キッズデー
5日（木）すくすくハッピー1
6日（金）おしゃべり広場１
8日（日）双子ｻｰｸﾙみらくる☆キッズ
9日（月）身長体重測定(0歳児)
12日（木）おたのしみ会
13日（金）おしゃべり広場２
15日（日）ﾀﾞｳﾝ症児親子ｻｰｸﾙぷらすわん
16日（月）すくっぴー親子DE減災・防災
17日（火）1歳児come☆かむ広場
19日（木）すくすくハッピー2
24日（火）じいじばあばのお茶っこｶﾌｪ
26日（木）ハローベビー
27日（金）すくっぴー親子DEクッキング
「すくっぴーDEティーパーティー」

【休館日】

4日(水)・11日(水)
18日(水)・23日(月)
25日(水)

すくっぴー親子DEクッキング
2月28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：親子1組400円
ﾒ ﾆ ｭ ｰ：サバメシを作ろう！！
蒸しパン、りんごのコンポート
申込受付：多賀城市・他市町村ともに
2/１4～22
※申込み多数の場合は抽選。結果は、
2月２3日（日）に連絡します。

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
申込受付は随時
当日も空きがあれば受け付けます

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

重大事故は、いつ、どこで、何が原因で起こるか分かりません。
特に子どもは、大人の思いもよらない行動から、事故につながって
しまうことも少なくありません。
2月4日(火)の「乳幼児救急法」では、救命救急士さんよりAED
の使い方や子どもの応急手当について教えて
いただきます。みなさんも、もしもの時に備えて
一緒に学んでみませんか?
申込みは表面をご確認ください。

絵本はコミュニケーションの道具としても使えます。まだ言葉が
分からなかったり、興味を示してくれなくてもOK。絵本を通して
親子で同じ時間を共有することが大切です。
（多賀城市子育て親育ちサポートブックすくすくp14 より）

みんなはどんな時に絵本をみるのかな？
ひろばの掲示板でアンケートを実施中です。
おすすめの絵本があれば教えてください。
シールは掲示板に置いてあります。

スマホはなぜ良くないの?
スマホやタブレットは、生活の中に当たり前
にある世の中になりました。子ども向けのア
プリもたくさんある中で、なぜスマホは良くな
いと言われるのでしょう？
相手が人であれば、笑ったり声を出した時に
反応することができますが、機械は一方的で
す。自分の言動に返してくれる誰かがいるこ
とが、子どもの体・心・脳などたくさんの部分
を育みます。
どうしても使用する場合には「一緒に見て楽
しむ」「子どもに反応して応える」
ことが必要です。スマホ以外の
対応法が見つからずにお困りの
時はスタッフにご相談ください。
一緒に考えてみましょう。
（多賀城市子育て親育ちサポートブックすくすくp14 より）

2019年の最後に、みんなで大掃除をしました。雑巾をもって、
床や窓を隅々までピカピカにしました！また、毎月1回、休館日に
はボランティアさんに集まっていただき、館内を清掃しています
が、12月は特に念入りにお掃除していただきました。
おかげさまで、気持ち良く新年を迎えることができました。
たくさんの皆様に支え
ていただき、スタッフ
一同、2020年も笑顔いっぱいの
すくっぴーひろばにしていきたい
と思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

保育所
2月1日から『 令和2年度の利用登録 』を開始します
一時預かりは年度ごとに登録が必要です（登録期間は4月1日
～3月31日まで）。現在「登録済み」の方も4月以降に利用する
ためには、再度「申請書類の提出」と「面接」が必要です。
①～③をご持参のうえ、お子さんと一緒にいらしてください。
① 健康保険証のコピー
②子ども医療費助成受給者証のコピー（対象の方のみ）
③母子健康手帳
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。

