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就学前のお子さんを誕生月にご紹介します。10月号に掲載を希望される方は、９月５日（火）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）

安
やす

田
た

　樹
き

以
い
ちゃん（立石）

平成27年生まれ/2歳
父：晃生さん　　母：麻菜さん
２歳のお誕生日おめでとう！いつも元気
いっぱい、ニコニコ笑顔でみんなを幸せ
にしてくれてありがとう♡すくすく、の
びのび大きくなってね！

川
かわ

又
また

　美
み さ き

咲輝ちゃん（大壇）
平成27年生まれ/2歳
父：寿則さん　　母：幸花さん
お兄ちゃん大好きなみーちゃん☆★
２歳のお誕生日おめでとぉ !!いつも元気
をありがとぉ！これからも元気いっぱい
なみーちゃんでいてね♡

清
きよ

野
の

　瑠
るい

斗
と
くん（表）

平成28年生まれ/1歳
父：拓哉さん　　母：紗知さん
るいとくん、１歳のお誕生日おめでとう！毎日ニ
コニコ笑顔のるいとくんにパパとママは癒されて
ます。これからもたくさん食べてたくさん寝て元
気いっぱいのるいとくんでいてね☆大好きだよ！

菅
すげ

野
の

　心
ここ

愛
あ
ちゃん（針道）

平成24年生まれ/5歳
父：治哉さん　　母：愛美さん
ここちゃんHappy Birthday☆元気いっぱい明る
い笑顔のパワフルここちゃん!!いつもみんなを笑
顔にさせてくれてありがとう。これからもたくさ
んのことにチャレンジして大きくなってね♥

柴
しば

田
た

　莉
り

愛
お
ちゃん（小浜）

平成26年生まれ/3歳
父：祐作さん　　母：恵さん
莉愛ちゃん３歳おめでとう。いつも莉愛
ちゃんの笑顔には元気をもらってるよ。
愛菜ちゃんとも仲良くしてね。

服
はっとり

部　ぎん平
ぺい
くん（油井）

平成26年生まれ/3歳
父：雄太さん　　母：絵美子さん
ぎん平がもう３歳...早い☆
こんな親だけどこれからもよろしく！
そして立派なパイロットになってね！

平
ひら

舘
たて

　和
わ

佳
か
ちゃん（根崎）

平成28年生まれ/1歳
父：強さん　　母：祐佳さん
わかちゃん１歳のお誕生日おめでとう♪
あなたの笑顔に家族みんなが癒されてい
ます♡これからもあつ兄ちゃんと仲良く
元気に大きくなってね♡

石
いし

井
い

　杏
あん

奈
な
ちゃん（針道）

平成28年生まれ/1歳
父：博和さん　　母：由美子さん
あんなちゃん、１歳のお誕生日おめでと
う!!いつもかわいい笑顔をありがとう♡
お兄ちゃんたちに負けないくらい元気に
育ってね!!

阿
あ

部
べ

　夢
ゆめ

禾
か
ちゃん（永田）

平成23年生まれ/6歳
父：芳徳さん　　母：八重子さん
６歳のお誕生日おめでとう!!色々な事に
興味があり、挑戦する元気な夢ちゃんは
みんなの宝物♡来年は小学生!!いつまで
も笑顔が可愛い夢ちゃんでいてネ♡

本
ほん

多
た

　啓
けい

真
ま
くん（杉田）

平成27年生まれ/2歳
父：典彦さん　　母：鈴佳さん
２歳のお誕生日おめでとう！トーマスと水
遊びが大好きな啓真くん♪いつもニコニコ
笑いの絶えない食卓をありがとう☆これか
らもいっぱい食べて大きくなってね。

わが家のアイドル ～９月生まれのおともだち～

未来（あした）への道1,000km縦断リレー
復興への思いが詰まったたすきをつなぐ
　青森県から東京都まで、東日本大震災の被災地をランニング
と自転車でたすきをつなぐ縦断リレーは、７月24日に青森県を
出発し、８月２日に二本松市役所前中継所へ到着しました。中
継所へはたくさんの市民が応援に駆け付け、車いすバスケット
ボール・ロンドン、リオ両パラリンピック代表の豊島英

あきら

さん＝
いわき市出身＝、バルセロナ五輪競泳金メダリストの岩崎恭子
さん、元スキー複合・長野五輪代表の荻原次晴さん、タレント
の森脇健児さんらも応援に駆け付けました。
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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） １日、22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歳児の親子対象

子育て支援セン
ター☎（23）0415

11：00～12：00 １歳児の親子対象
（火曜） 26日 ９：45～11：30 ２歳児からの親子対象

育児講座
（火曜） ５日※要予約 ９：45～12：00 親子でお料理≪15組限定≫

（金曜） ８日
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）

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）
親子ふれあい運動会 15日（金） ９：30～12：00 岳下住民センター体育館 要予約

安達

おひさま
クラブ （木曜） ７日、14日、

28日 10：00～11：30 安達保健福祉センター
※14日は北消防署 自由に遊ぼうなど 健康増進課

☎（55）5110

あそびの
広場

16日（土）、27日（水）※要予約 10：00～11：00 子育て支援センター
（あだち保育園内）

運動会に参加しようなど 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

７日（木）、16日（土）、
21日（木）、28日（木） 10：00～11：30 子育て支援センター

（小浜保育所内）

運動会ごっこ遊びをしよう
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） ６日、20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）

敬老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 12（火）、20（水）

※両日とも、つくしくらぶ、
わくわく広場の合同開催

10：00～ 子育て支援センター
（とうわこども園内）

12日：  敬老のひのプレゼン
トをつくろう

20日：  ハロウィンの衣装を
つくろう

東和保健センター
☎（66）2499

わくわく
広場

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４月25日～
５月６日生 ９月20日（水）安達保健福祉センター 12：30

～13：00平成29年５月７日～
５月31日生 ９月27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28年２月１日～
２月20日生 ９月７日（木） 安達保健福祉センター 12：00

～13：20平成28年２月21日～
３月10日生 ９月13日（水） 二本松保健センター

３歳児健康診査（★要予約）
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成26年５月５日～
５月26日生 ９月５日（火）安達保健福祉センター 12：00

～13：20平成26年５月27日～
６月15日生 ９月22日（金）二本松保健センター

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29年１月16日～
２月28日生

９月21日（木） 安達保健福祉センター ９：15
～９：30

９月26日（火） 二本松保健センター 13：15
～13：30

平成29年１月１日～
２月28日生

９月29日（金） 岩代保健センター ９：15
～９：3010月４日（水） 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７月16日～
８月31日

９月21日（木） 安達保健福祉センター 13：15
～13：30

９月26日（火） 二本松保健センター ９：15
～９：30

平成28年７月１日～
８月31日生

９月29日（金） 岩代保健センター ９：15
～９：3010月４日（水） 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６月１日～
７月10日生

９月６日（水） 安達保健福祉センター ９：00
～９：15９月14日（木） 二本松保健センター

実施日 場所 受付時間 内容

９月４日（月）
二本松保健センター

９：00
～11：00

歯科・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 歯科・栄養・保健相談
道の駅ふくしま東和 栄養・保健相談

９月19日（火）
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
東和保健センター 歯科・保健相談

９月21日（木）旭住民センター 13：00
～15：00 保健相談

９月27日（水）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　心の健康相談…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

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




