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就学前のお子さんを誕生月にご紹介します。5月号に掲載を希望される方は、4月5日（水）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：司さん　　母：桃子さん
快成くんお誕生日おめでとう。いつも妹と遊ん
でくれたり、お手伝いをしてくれてありがとう。
ママもパパもうれしいです。これからもいろん
な事に興味をもって宇宙に行く夢を叶えてね！
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愛ちゃん（針道）
平成28年生まれ/1歳
父：治哉さん　　母：愛美さん
りぃちゃんHappy Birthday☆
歩けるようになり、毎日活発なりぃちゃん。
これからもお姉ちゃんやお兄ちゃんとも
なかよく、たくさん遊んで大きくなって
ね☆元気いっぱい明るい笑顔のりぃちゃ
んの成長が楽しみ♡だいすきだよ♡
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平成25年生まれ/4歳　平成27年生まれ/2歳
父：善次さん　　母：知恵美さん
有優美ちゃん４歳、輝くん２歳の誕生日おめでとう♡いつも２人仲良く遊んでいる姿が
楽しそうですね♪これからも仲良くね！元気があれば何でもできる!!
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平成23年生まれ/6歳
父：瞬さん　　母：晶さん
６歳の誕生日おめでとう！いつも弟の面
倒見てくれてありがとう。かっこいいお
兄ちゃんだよ！縄跳びの練習頑張ってる
ね♪これからもいろんな事にチャレンジ
して下さい。
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衣華ちゃん（大壇）
平成28年生まれ/1歳
父：祐太さん　　母：美香さん
れいちゃん１歳のお誕生日おめでとう！
毎日かわいい笑顔をみせてくれてありが
とう♡いっぱいご飯をたべて健康にすく
すく育ってね！大好き♡
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平成24年生まれ/5歳
父：吾勝さん　　母：由美子さん
５歳のお誕生日おめでとう！弟想いの優し
いあさと。キラキラの笑顔と楽しいお話
で家族を和ませてくれてありがとう。４月
からいよいよ幼稚園だね。お友達と仲良
く、いろいろなことにチャレンジしてね！

わが家のアイドル ～４月生まれのおともだち～

『にこにこ・わくわく』の
看板が目印です！　
待ってまーす!!

学研教室　春
詳しくはWEBへ！

検索 ➡新学期生募集中！新学期生募集中！

学研わくわく教室　☎0243-22-6817　二本松市榎戸1-24-1

【対　象】幼児・小学生・中学生
※まずは、無料体験と学力診断テスト
　の予約をしてください！

学研教室の教材を見てみませんか？
『教室説明会』　お気軽にお越しください♪
　①4/17㈪  16：00～18：00
　②4/22㈯  17：00～19：00
上記の時間内のお好きな時間にお越しください！

広告募集中
「広報にほんまつ」や「市ウェブサイト」に広告を掲載しませんか？
お申し込みをお待ちしております。

◎問い合わせ・申し込み…秘書広報課秘書広報係☎（55）5096

広告料

＜広報にほんまつ＞
　掲載１回につき、下１段…………20,000円、
　　　　　　　　　下１段の1/2…10,000円
＜市ウェブサイト＞
　バナー広告で、１枠につき１カ月…10,000円

緊急情報メール配信サービス
　もしもの時の備えとしてメールアドレスをご登
録ください。次のような災害などが発生した場合、
緊急情報メールを配信します。詳しくは、市ウェブ
サイトをご覧ください。

　災害情報…河川氾濫、避難所開設情報など
　環境情報…光化学スモッグやクマ出没情報など
　生活情報…道路（通行止め）・断水情報など 
　防犯情報…不審者情報など

１ 市ウェブサイトからメールアドレスを登録
２ 災害発生または災害が予測される時
３ 市で状況確認、登録者にメール送信
４ 緊急メール受信

◎問い合わせ…秘書広報課秘書広報係☎（55）5096

さくらの季節だね！二本松
のさくらは見どころいっぱ
い、ぼくはおだんご食べて
おなかいっぱ～い!!
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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）

28日 
９：45～10：45

子育て支援センター
（二本松保健セン
ター内）

０歳児親子対象

子育て支援センター
☎（23）0415

11：00～12：00 １歳児親子対象
14日 10：00～11：30 ０歳児・1歳児親子合同

（火曜） 11日、18日、25日 ９：45～11：30 ２歳児からの親子対象

育児講座 （金曜） 21日 ９：45～12：00 ｢離乳食づくり｣
※10組限定・要予約

育児
セミナー （木曜） 20日 13：30～14：30 小児科医による

セミナーや相談
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） 20日、27日 10：00～11：30 安達保健福祉セン

ター 自由に遊ぼう 健康増進課
☎（55）5110

あそびの
広場

（水曜） 19日 10：00～11：00 子育て支援センター
（あだち保育園内）

保育園を探検しよう 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） 20日、27日 10：00～11：30 子育て支援センター
（小浜保育所内）

鯉のぼり作りをしようなど 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） 12日、26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）

こいのぼりをつくろうなど 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） 12日 10：00～ カントリーパーク

とうわ お花見・自己紹介 東和保健センター
☎（66）2499

わくわく
広場

（火曜） 18日、25日 10：00～ 子育て支援センター
（とうわこども園内）

お散歩をしようなど
※ 25日は東和保健センター
にて実施

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28年12月１日～
12月21日生 ４月19日（水）安達保健福祉センター 12：30

～13：00平成28年12月22日～
平成29年１月５日生 ４月26日（水）二本松保健センター

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１日～
９月25日生 ４月12日（水） 安達保健福祉センター

12：00
～13：20

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１日～
12月13日生 ４月20日（木）安達保健福祉センター

12：00
～13：20

※ 集団（４カ月・１歳６カ月児・３歳児）健診では、歯科・保健相談
を行っています。歯科相談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

４月28日（金） 安達保健福祉センター ９：15
～９：30

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28年３月１日～
４月15日生

４月28日（金） 安達保健福祉センター 13：15
～13：30

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（二本松・安達会場のみです）
対象者 期日 場所 受付時間

平成27年１月１日～
２月５日生

４月13日（木） 安達保健福祉センター ９：00
～９：15４月27日（木） 二本松保健センター

実施日 場所 内容 時間

４月10日（月）
二本松保健センター 歯科・保健相談

９：00
～11：00

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・栄養・保健相談

４月17日（月）
二本松保健センター 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 歯科・保健相談
東和保健センター 保健相談

＊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
ご自分やご家族の健康に関する個別相談です。お気軽にご相談ください。
検診結果や人間ドックの結果についてもご利用ください。
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。

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

※今年度から、乳幼児健康診査と乳幼児健康相談の年間予定表
　は掲載しませんので、毎月の広報でご確認ください。
※乳幼児健康診査は、４月より「予約制」となります。
　事前に電話等でご予約ください。


