多賀城市子育てサポートセンター

ひろばは予約不要です
午前
9:00～12:00
午後 13:00～16:00

すくっぴーだより 9月号
日

月
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水

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止になる
場合があります。多くの皆様に安全にひろばを利用いただく
ため、ひろばの利用は1時間程度とさせていただいています。
また混雑時はお待ちいただくこともありますので、ご理解ご
協力をお願いします。
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申込み制イベント
申込は電話で9時～受付
◎すくすくハッピー2
9/2(木) 10:00～11:00
【対象】R2.10～R3.1月生まれの乳児と保護者8組
【内容】ベビーマッサージ
【講師】まんどろスマイル 佐藤 真紀子氏
【申込受付】多賀城市の方8/19～
他市町村の方8/26～

中止となりました

◎すくすくハッピー1
9/3(金) 10:00～11:00
【対象】R3.2～5月生まれの乳児と保護者8組
【内容】ベビーマッサージ
【講師】smile×hug いしざき ゆきえ氏
【申込受付】多賀城市の方8/20～
他市町村の方8/27～

中止となりました

◎子育て講話
9/5(日) 10:00～11:00
【対象】乳幼児と保護者8組
【内容】園長先生に聞いてみよう
「保育園ってどんなところ？」
【講師】アルシュ多賀城保育園
園長 木下 奈々氏
【申込受付】多賀城市の方8/22～
他市町村の方8/29～

中止となりました

◎すくっぴー親子DE減災・防災
9/7(火) 10:00～11:00
【対象】乳幼児の保護者8名
【内容】子どもと一緒の災害時の備えや対応に
ついて
【講師】東北大学災害科学国際研究所
准教授 柴山 明寛氏
【申込受付】多賀城市の方8/24～
他市町村の方8/31～

中止となりました

*ボランティアさんによる子どもの見守りあります
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すくっぴー
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30

休館日
ボランティア
交流会

◎おしゃべり広場
9/10(金) 13:30～14:30
【対象】乳児とママ８組 9月に1歳のお誕生日
を迎えるお子さんまで（兄姉の参加可）
【内容】母親同士の交流、情報交換
【申込受付】多賀城市の方9/5～
他市町村の方9/7～

中止となりました

◎産後骨盤ケア体験
9/14(火) ①13:00 ②13:30 ③14:00
【対象】ベビータイム参加のママ
（1人1回限り）3名
【内容】りんく整骨院さんによる
15分程度の施術体験
【申込受付】9/13～

中止となりました

◎おたんじょう会
9/16(木) 10:00～10:30
【対象】9月生まれの乳幼児と保護者20組
【内容】おたんじょう会、冠のプレゼント、
読み聞かせ、手遊びなど
【申込受付】多賀城市の方9/2～
他市町村の方9/9～

◎すくっぴー親子DE食育
9/30(木) 10:00～11:00
【対象】2歳以上の幼児と保護者8組
【内容】笹かまピザの調理デモと試食
【協力】松島蒲鉾本舗
【申込受付】多賀城市の方9/16～
他市町村の方9/23～

◎わくわく♫２才
10/5(火) 10:00～11:00
【対象】H30.11～R1.9生まれの
幼児と保護者8組
【内容】みんなでフラッグを作ろう
【講師】たんぽぽ造形教室 安藤こずえ氏
【申込受付】多賀城市の方9/20～
他市町村の方9/28～

*ひろばの利用について*
○…ひろば利用可
×…ひろば利用不可
△…ひろば利用年齢制限あり

10月の予定
★はファミサポ事業

4日（月）身長体重測定
おしゃべり広場
5日（火）わくわく♫２才
おはなし会（ちいさいおうち）
7日（木）ハッピー💛パパママ学級
③ハローベビー
8日（金）★喫茶ファミサポ
10日（日）すくっぴーひろばおやじの会
11日（月）1才タイム(AM)
12日（火）ベビータイム(PM)
14日（木）1歳児come☆かむ広場
15日（金）たがママパーティー
in鶴ケ谷児童館
おはなし会（図書館スタッフ）
16日（土）ハッピーパパママ学級
②お風呂＆産後の生活
18日（月）身長体重測定
19日（火）西部児童センターへ行こう
21日（木）おたんじょう会
22日（金）子育て講話
25日（月）ベビータイム(PM)
ハッピー💛パパママ学級
①かぞくの栄養
26日（火）すくっぴー親子DE食育
28日（木）★新規協力会員講習会
29日（金）★新規協力会員講習会
【休館日】6日(水)、13日(水)、20日(水)、27日(水)
【ベビータイム】【１才タイム】
ベビータイムは0才のお子さん、1才タイムは1才のお子
さん（今月中に誕生日を迎えるお子さんまで、兄弟姉妹
の参加可）が対象です。初めてひろばデビューするママ
やひろばに慣れていないママにもおすすめです！

ひろばより
一時預かりを利用してみませんか？
８月３日には１才タイムがありました。いつも
のひろばとはちょっと違った遊びのコーナーも
登場し、ドキドキしながら挑戦したり、興味を
持ったことに夢中になっていました。

お家で過ごすことが多くなり、外出も何かと気
を遣いますよね。すくっぴーの一時預かりは理
由を問わず利用できます。
最近はお家の方の、コロナワクチン接種による
お預かりも増えて来ています。
ぜひ、ご利用下さい。
一時預かりの
情報はこちら

イベントの様子はホームページ等でもお伝えして
いますのでご覧ください。
ひろば利用の際は感染予防のためマスクの着用を
お願いしています。また、大人の方については不
織布マスクの使用を推奨しています。詳しくはす
くっぴーひろばホームページの「来館される皆様
へお願い」をご確認ください。
9月も感染症対策をし、皆さんの来館をお待ちして
います。

ファミリー・サポート・センター事務局より
「ファミサポ」は皆さんの子育てを応援する有償
ボランティア組織です。
「うちの子はまだ小さくて一時預かりは利用できない…」
「仕事をしているから習い事の送迎ができないな～」

そんな時はファミサポを利用してみませんか？
地域に住む協力会員さんがサポートします！！
まずはファミリー・サポートセンター
事務局にご相談ください。

sodatu掲示板より

ファミサポの
情報はこちら

テーマ『あなたのリラックス法を
教えてください』
ひろばでみなさんのリラックス法について教えていただき
ました！ご協力ありがとうございました♪
ストレスが多い現代、みなさん自分なりにストレスを発散
して育児や仕事、家事に頑張っているようです。
リラックス方法のアイディアを、いくつか紹介します。
○自分へのご褒美にちょっとした贅沢をする
○好きな“推し”を眺めて楽しむ
○子どもが寝た後にドラマやゲームを楽しむ
○おいしいものを食べる・・・などなど・・・。
次のテーマは、『みなさんのおすすめスイーツを教えてく
ださい』です♪
コンビニスイーツやお取り寄せスイーツ、地元に「こんな
においしいお菓子があるよ！」などみなさんのおすすめを
シェアしましょう！ひろば掲示板を見てくださいね！

～9月１日は『防災の日』～
「人と防災未来センター」のHPに減災グッズの
チェックリストが掲載されています。この機会に
日ごろの備えを見直してみませんか？９月７日
（火）には東北大学災害科学国際研究所准教授
柴山明寛氏を講師にお迎えし「すくっぴー親子DE
減災・防災」が開催されます。是非ご参加下さい。
【子育てコンシェルジュなんでも相談】
毎週月曜日は子育てコンシェルジュなんでも相談日です。
子育て中の悩みや保育所・幼稚園の情報等何でもOKです。
こんなことと思わずお話してみませんか？
022-355-7085

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

Instagram

