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就学前のお子さんを誕生月にご紹介します。２月号に掲載を希望される方は、１月６日（金）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26年生まれ/３歳
父：貴嗣さん　　母：奈津美さん
初めて書いてくれたパパの顔、ママの顔
おじいちゃんの顔、おばあちゃんの顔、
すごく上手で嬉しかったよ!!
ありがとう!!
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平成27年生まれ/２歳
父：広貴さん　　母：亜里沙さん
笑顔がかわいい優駿くん２歳の誕生日お
めでとう！これからも、元気に遊んで優
しい子に育ってね♡パパとママが見守っ
ています。
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平成27年生まれ/２歳
父：和也さん　　母：あゆみさん
果桜ちゃん、２歳のお誕生日おめでとう
♪おしゃべりが上手になって、一緒にお
話しするのが楽しいよ☆いつまでもパパ
とママの宝物だよ♪
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真くん（小浜）
平成28年生まれ/１歳
父：裕介さん　　母：真由美さん　
柊お誕生日おめでとう！そして毎日たく
さんの笑顔をありがとう。これからもご
飯いっぱい食べて元気に素直に育ってね。

工
く

藤
どう

　結
ゆい

絆
き
くん（郭内）

平成28年生まれ/１歳
父：俊幸さん　　母：若菜さん　
１歳のお誕生日おめでとう！元気いっぱ
いで好奇心旺盛なゆいき♡すくすく大き
く成長してくれて嬉しいよ☆これからも
たくさんの可愛い笑顔を見せてね♡
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平成28年生まれ/１歳
父：正弘さん　　母：公美
椋くん、1歳のお誕生日おめでとう☆
毎日たくさんの笑顔♥椋の笑顔は家族の
癒しです。これからも元気に遊んですく
すく大きくなってね♪
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平成26年生まれ/３歳
父：龍一さん　　母：志織さん
３歳おめでとう！いつも笑顔でみんなを
癒してくれてありがとう♡これからも姉
兄と仲良く、元気で優しいきいちゃんで
いてね。
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太郎くん（上竹）
平成27年生まれ/２歳
父：雅史さん　　母：亜希さん
2歳のお誕生日おめでとう！いつも元気
いっぱいのじょうくん。得意のモノマネ
でみんなを笑わせてくれるね。これから
も家族みんなで笑顔で過ごそうね♡
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平成25年生まれ/４歳
父：和良さん　　母：美千子さん　
4歳のお誕生日おめでとう！お家でも幼
稚園でも元気いっぱいの太雅。いっぱい
遊んでいっぱい食べて大きくなってね。
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平成27年生まれ/２歳
父：光春さん　　母：奈緒さん　
光之助、２歳のお誕生日おめでとう！い
つも沢山の笑顔をありがとうね。滑り台
とパパの釣ってきた魚を食べるのが大好
き。これからもお兄ちゃんと一緒に沢山
遊んでのびのびと元気に育ってね。

わが家のアイドル ～1月生まれのおともだち～

〒964-0074
福島県二本松市岳温泉2-8

http://www.kunugidaira.com
TEL.0243-24-2626

千葉法律事務所
＜法律相談受付　要電話予約＞

■事故（交通・労災・介護等）の慰謝料・賠償
■離婚 ■相続・遺言 ■土地・建物の売買・賃貸借
■債権回収 ■会社関係 ■その他法律事務一般
〒960‒8018　福島市松木町7番22号（福島市役所西側
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　·駐車場あり）福島県弁護士会所属
弁護士　千　葉　和　彦 ℡024-535-3690
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地域 行事名等 日時（受付時間） 場　所 内　容 問い合わせ

二本松
親子教室

（金曜） 20日 10：15～11：30
子育て支援センター
（二本松保健セン
ター内）

０歳児・１歳児合同

子育て支援センター
☎（23）0415

（火曜） 17日、24日 ９：45～11：30 ２歳児からの親子対象
育児講座 （金曜） 13日 ９：45～12：00 親子おはなし会
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） 12日、26日 10：00～11：30 安達保健福祉センター 豆まきをしようなど 健康増進課

☎（55）5110

あそびの
ひろば

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

リトミック遊びをしよう あだち保育園
☎（61）3290通常開放 毎日（土・日・祝日を除く） ８：30～12：00 年齢制限なし（保護者同伴）

岩代

すくすく
広場

（木曜） 12日、19日、26日 10：00～11：30 子育て支援センター
（小浜保育所内）

たこ作りなど 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） 11日、25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）

鬼のお面を作ろうなど 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） 18日 10：00～ 東和保健センター 新年会※会費あり 東和保健センター

☎（66）2499

わくわく
広場

（火曜） 24日、31日 10：00～ 子育て支援センター
（とうわこども園内）

ドレミファカルタ遊びなど 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）

健診や健康相談がスムーズに受けられるように、受付時間内にお早
めにお越しくださいますよう、お願いします。
４カ月児健康診査

対象者 期　日 場　所 受付時間
平成28年８月21日～

９月５日生 １月11日（水）安達保健福祉センター

12：30
～13：00

平成28年９月６日～
９月20日生 １月18日（水）二本松保健センター

平成28年９月21日～
10月５日生 ２月１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」（出生届出時の配布）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　
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成27年６月１日～
６月22日生 １月25日（水） 安達保健福祉センター

12：00
～13：20

３歳児健康診査
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成25年８月24日～
９月12日生 １月13日（金）二本松保健センター 12：00

～13：20平成25年９月13日～
10月３日生 １月17日（火）安達保健福祉センター

※ ３歳児健診の案内通知が届きましたら、受診の可否についてお知
らせください。（指定の日程で受診できる場合も予約が必要です。）
指定の日程・会場で受診ができない場合は、変更可能です。

※ 集団（４カ月・1.6歳・３歳児）健診では、歯科・保健相談、支援を
行っています。歯科支援では希望があれば保護者の方の歯みがき
支援も行っています。

どの地域の保健センターでも受診できます。お住まいの地区に関係
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５月16日～
６月30日生

１月31日（火） 安達保健福祉センター ９：15
～９：30

２月９日（木） 二本松保健センター 13：15
～13：30

平成28年５月１日～
６月30日生

１月12日（木） 岩代保健センター ９：15
～９：30１月24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と安達保健福祉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27年12月６日～
平成28年１月10日生

１月31日（火） 安達保健福祉センター 13：15
～13：30

２月９日（木） 二本松保健センター ９：15
～９：30

平成27年11月１日～
12月31日生

１月12日（木） 岩代保健センター ９：15
～９：30１月24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26年９月21日～
10月25日生 １月16日（月） 安達保健福祉センター

９：00
～９：15

平成26年10月26日～
12月５日生

１月26日（木） 二本松保健センター ９：00
～９：15２月７日（火） 安達保健福祉センター

実施日 場所 受付時間 内容

１月10日（火）

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 栄養・保健相談
道の駅ふくしま東和 歯科・保健相談

１月23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・栄養・保健相談

岩代保健センター ９：00
～10：30 歯科・保健相談

東和保健センター ９：00
～11：00 栄養・保健指導

１月24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
◆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。
◆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。

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




