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就学前のお子さんを誕生月にご紹介します。６月号に掲載を希望される方は、5月8日（月）までに写真とコメント（50字程度）
をお寄せください。 （秘書広報課秘書広報係）
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平成28年生まれ/1歳
父：広幸さん　　母：里美さん
☆HappyBirthday柊馬くん☆我が家に産
まれてきてくれてありがとう♪毎日すごく
元気でとにかく活発な息子。いつもニコニ
コスマイルに癒されてます。これからも笑
顔の可愛い柊馬くんでいて下さいね☆
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平成23年生まれ/6歳
父：智さん　　母：愛さん
お誕生日おめでとう♡いつもお手伝いを
してくれてありがとう！残りの保育園生活
もお友達と仲良く、元気に過ごしてね♡
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平成27年生まれ/2歳
父：和良さん　　母：美千子さん
たいきお誕生日おめでとう。
2人のにいにいに負けないくらい活発で、
よく遊んでよく食べてよく寝て。
これからも家族みんなで楽しく過ごそうね。
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伶依ちゃん（平石高田）
平成28年生まれ/1歳
父：慶市さん　　母：美和子さん
みれいちゃん、1歳のお誕生日おめでとう。
ニコニコ笑顔にいやされます。みんなに
幸せをたくさん運んで、大きく元気に
育ってね♡

わが家のアイドル ～５月生まれのおともだち～

第28回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス
大会
　松本　詩生（根崎）

第42回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会
　鈴木愛里沙（智恵子の森）、星野　七海（油井）

第16回小学生ソフトテニス大会
　遠藤　希来（平石高田）、保住　弥英（大町）、
　阿部みちる（金色）、齋藤ほのみ（安達ヶ原）

第14回全国ホープス選抜卓球大会
　高橋航太郎（平石高田）

第39回全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ
春季水泳競技大会
　安齋　叶空（亀谷）

第39回全国高等学校柔道選手権大会
　安藤　成海（正法寺）

第54回全日本スキー技術選手権大会
　山岸　徹（杉田）

第11回全国小学生アルペンスキー大会
　齋藤　光貴（本町）

文部科学大臣旗争奪　彩の国杯第11回全国中学
生空手道選抜大会
　橋本　拓海（油井）、谷田部和樹（社前）

第55回全日本ボウリング選手権大会
　浅賀　一之（松岡）

第13回全国小学生タグラグビー選手権大会
　安達タグラグビー

第14回東北小学生インドアソフトテニス大会
　安齋　紗矢（油井）、佐藤　美桜（安達ケ原）、
　渡邉　紗英（中森）

第36回東北ブロックスポーツ少年団ミニバス
ケットボール交歓大会
　旭ミニバスケットボールスポーツ少年団

2017ゴールドウィンナスターレースチャンピオ
ンシップ東北決勝大会（スキー）
　渡邊　榛那（郭内）、渡邊　蒼大（郭内）

全国大会

東北大会

全国スポーツ大会等出場選手を紹介します
市と二本松市体育協会では、全国スポーツ大会等に出場される選手・チームの方に激励金を贈呈しています。
平成29年2月以降の大会に出場された方を紹介します（敬称略・複数回出場の場合は主な大会のみ）。

◎問い合わせ…生涯学習課生涯学習・スポーツ係☎（55）5156
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地域 行事名 日時（受付時間） 場　所 内　容 問い合わせ

二本松

親子教室 （金曜） 12日、26日 10：00～11：30

子育て支援センター
（二本松保健セン
ター内）

０歳児・１歳児親子合同

子育て支援センター
☎（23）0415

（火曜） ９日、16日 ９：45～11：30 ２歳児からの親子対象

育児講座
19日（金） ９：45～10：45 親子ふれあい教室（０歳児）

11：00～12：00 親子ふれあい教室（１歳児）

23日（火） ９：45～12：00 親子でお料理
※15組限定・要予約

通常開放 毎日（土・日・祝日を除く） ８：30～16：00 年齢制限なし（保護者同伴）

安達

おひさま
クラブ （木曜） 11日、25日 10：00～11：30 安達保健福祉セン

ター 保育園の先生と遊ぼうなど 健康増進課
☎（55）5110

あそびの
広場

（水曜） 17日 10：00～11：00 子育て支援センター
（あだち保育園内）

新聞紙遊びをしよう あだち保育園
☎（61）3290通常開放 毎日（土・日・祝日を除く） ８：30～13：30 年齢制限なし（保護者同伴）

岩代

すくすく
広場

（木曜） 11日、18日、25日 10：00～11：30 子育て支援センター
（小浜保育所内）

しゃぼんだまで遊ぼうなど 小浜保育所
☎（55）2124通常開放 毎日（土・日・祝日を除く） ８：30～13：30 年齢制限なし（保護者同伴）

さくらっ
こ広場

（水曜） 10日、24日 10：00～11：30 子育て支援センター
（いわしろさくらこ
ども園内）

母の日のプレゼントをつく
ろうなど

いわしろさくらこ
ども園
☎（57）2709通常開放 毎日（土・日・祝日を除く） ８：30～13：30 年齢制限なし（保護者同伴）

東和

つくし
くらぶ （水曜） 10日、17日 10：00～

東和保健センター
※ 17日は遠足でキッ
ズパーク集合

10日：母の日のプレゼント
　　　を作ろう
17日：遠足

東和保健センター
☎（66）2499

わくわく
広場

10日㈬、30日㈫ 10：00～ 子育て支援センター
（とうわこども園内）
※ 10日はつくしくら
ぶと合同

30日：しゃぼん玉であそぼう
とうわこども園
☎（24）8125通常開放 毎日（土・日・祝日を除く） ８：30～13：30 年齢制限なし（保護者同伴）

４カ月児健康診査（★要予約）
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成29年１月６日～
１月20日生 ５月17日（水）安達保健福祉センター

12：30
～13：00

平成29年１月21日～
２月５日生 ５月24日（水）二本松保健センター

平成29年２月６日～
２月20日生 ６月７日（水）安達保健福祉センター

10カ月児健康診査
・  対象者は満10カ月を迎えた方です。（まだの方は、１歳前まで受診
できますので早めに受けましょう。）

・  個別健診で実施していますので、問診票と「10カ月児健康診査のお
知らせ」（出生届出時に配布）をご覧になり、実施医療機関に予約の
上、受診してください。

１歳６カ月児健康診査（★要予約）
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成27年９月26日～
10月15日生 ５月10日（水） 二本松保健センター 12：00

～13：20平成27年10月16日～
10月31日 ５月18日（木） 安達保健福祉センター

３歳児健康診査（★要予約）
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成25年12月14日～
12月25日生 ５月16日（火）安達保健福祉センター

12：00
～13：20

平成25年12月26日～
平成26年１月11日生 ５月26日（金）二本松保健センター

平成26年１月12日～
２月３日生 ６月６日（火）安達保健福祉センター

どの地域の保健センターでも受診できます。お住まいの地域に関係
なく、ご都合のいい日程・時間に合わせておいでください。
７カ月児健康相談

対象者 期　日 場　所 受付時間
平成28年９月１日～

10月15日生 ５月11日（木） 二本松保健センター
13：15
～13：30

平成28年９月１日～
10月31日生

５月25日（木） 岩代保健センター ９：15
～９：30５月30日（火） 東和保健センター

１歳児健康相談
 ≪持参するもの≫二本松保健センターにお越しの際は、フェイスタオル１本をお持ちください。

対象者 期　日 場　所 受付時間
平成28年３月１日～

４月15日生 ５月11日（木） 二本松保健センター
９：15
～９：30

平成28年３月１日～
４月30日生

５月25日（木） 岩代保健センター ９：15
～９：30５月30日（火） 東和保健センター

２歳児健康相談
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成27年２月６日～
３月15日生

５月12日（金） 安達保健福祉センター ９：00
～９：15６月１日（木）

実施日 場　所 受付時間 内　容

５月１日（月）

二本松保健センター
９：00
～11：00

歯科・栄養・保健相談
安達保健福祉センター

保健相談
岩代保健センター
道の駅ふくしま東和 歯科・保健相談

５月15日（月）
二本松保健センター

９：00
～11：00

保健相談
安達保健福祉センター 歯科・保健相談
東和保健センター 栄養・保健相談

５月18日（木）旭住民センター 13：00
～15：00 歯科・保健相談

５月30日（火）安達保健福祉センター 13：30
～15：30 こころの健康相談

＊相談担当　保健相談…保健師　　栄養相談…栄養士
　　　　　　歯科相談…歯科衛生士　こころの健康相談…臨床心理士
◆ 市民はどなたでも相談いただけます。お気軽にご相談ください。
　あらかじめ予約いただけますと待ち時間が軽減できます。
◆ こころの健康相談は予約制です。相談の３日前までにお申込みく
ださい。

乳幼児健診・健康相談
問い合わせ…
健康増進課保健係
☎(55)5110
二本松保健センター
☎(55)5108
岩代保健センター
☎(65)2820
東和保健センター
☎(66)2499

育児教室

乳幼児健康診査

乳幼児健康相談

定例健康相談

健 康 と
　 育 児 の
ひ ろ ば

健康増進課予防係☎（55）5109

※ 乳幼児健康診査は、４月より｢予約制｣となりました。事前に
電話等でご予約ください。


