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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５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）

中
なか

村
むら

　実
み

怜
れい

ちゃん（永田）
平成24年生まれ/6歳
父：光輝さん　　母：浩美さん
６歳のお誕生日おめでとう。しっかり屋
さんでお洒落で笑顔が素敵な実怜ちゃん。
みんな実怜ちゃんが大好きです。来年は
小学一年生。楽しみですね♪

熊
くま

谷
がい

　椋
けい
くん（針道）

平成28年生まれ/2歳
父：正広さん　　母：公美さん
２歳の誕生日おめでとう♡よくあそび、
よくたべ、よくねて、元気で強くて優し
い子に育ってね。大好きだよ♡

齋
さい

藤
とう

　果
か

桜
お
ちゃん（智恵子の森）

平成27年生まれ/3歳
父：和也さん　　母：あゆみさん
3歳のお誕生日おめでとう♡大好きな
ロールパンナちゃんのように妹想いの優
しい果桜ちゃん♡可愛い笑顔でパパとマ
マを癒してね♡

大
おお

木
き

　夢
ゆめ

翔
と

くん（郭内）
平成29年生まれ/1歳
父：上総さん　　母：文香さん
1歳の誕生日おめでとう♪いつも元気
いっぱいで皆を笑顔にしてくれてありが
とう♡これからも思い出沢山作ろうね♪
夢翔らしく成長してね♡

中
なか

村
むら

　陽
ひ

菜
な

多
た

ちゃん（杉田駄子内）
平成29年生まれ/1歳
父：武司さん　　母：千尋さん
陽菜多ちゃん1歳のお誕生日おめでと
う！小さく産まれて体も弱くて心配だっ
たけど、今は元気いっぱいで嬉しいよ♡
これからも沢山遊ぼうね！

平
たいら

　柚
ゆず

花
か

ちゃん（茶園）
平成29年生まれ/1歳
父：亮太さん　　母：香さん
柚花1歳の誕生日おめでとう！柚花の笑顔でわ
が家は幸せいっぱいです。誰にでも平等に接す
ることのできる優しい子に育ってほしいな！あ
なたのこれからの成長が何よりも楽しみです♡

わが家のアイドル ～１月生まれのおともだち～

小
こ

賀
が

坂
さか

　柊
しゅう

眞
ま
くん（油井）

平成29年生まれ/1歳
父：翼さん　　母：ゆかりさん
１歳のお誕生日おめでとう！柊眞が生ま
れて毎日が楽しくあっという間の１年で
した。これからも笑顔で元気に育って
ね！

玉
たま

木
き

　蒼
あお

心
し
くん（油井）

平成29年生まれ/1歳
父：公二さん　　母：由紀子さん
食欲旺盛な蒼くん。お兄ちゃんと一緒に
元気に大きく育ってくれてありがとう！
蒼くんの笑い声も泣き顔も、みんな大好
きだよ♡

あだち子どもまつり開催
昭和の時代にタイムスリップ
　11月23日、安達公民館にて恒例のあだち子ども
まつりが開催されました。当日は会場を埋め尽く
すほどの子どもたちが参加し、民生児童委員など
のボランティアの方々と一緒に、昔ながらの折り
紙や紙芝居、お手玉やコマ作りなどを楽しみまし
た。竹とんぼ飛ばしのコーナーでは、ボランティ
アの方々から飛ばし方のコツを教わりながら、み
るみる上達する子どもたちの姿が印象的でした。
　昼食の時間には、婦人会の皆さんが作ったカ
レーライスが振る舞われ、子どもたちはおいしそ
うに頬張っていました。

▲お話し会の会場で、昔ながらの紙芝居を真剣に見入る子どもたち
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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８月21日～
９月10日生 １月10日（水）安達保健福祉センター 12：30

～13：00平成29年９月11日～
10月２日生 １月24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６月11日～

７月５日生 １月18日（木）安達保健福祉センター 12：00
～13：20平成28年７月６日～

７月15日生 ２月７日（水）

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９月６日～
９月14日生 １月16日（火）安達保健福祉センター 12：00

～13：20平成26年９月15日～
10月３日生 １月26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５月１日～

６月30日生
１月17日（水） 岩代保健センター ９：15

～９：30１月23日（火） 東和保健センター

平成29年６月１日～
７月15日生

２月２日（金） 二本松保健センター 13：15
～13：30

２月８日（木） 安達保健福祉センター ９：15
～９：30

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へお越しの
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11月１日～

12月31日生
１月17日（水） 岩代保健センター ９：15

～９：30１月23日（火） 東和保健センター

平成28年12月１日～
平成29年１月15日生

２月２日（金） 二本松保健センター ９：15
～９：30

２月８日（木） 安達保健福祉センター 13：15
～13：30

２歳児健康相談（二本松・安達会場のみ）
対象者 期日 場所 受付時間

平成27年９月11日～
10月20日生 １月11日（木） 二本松保健センター ９：00

～９：15平成27年10月21日～
11月20日生

１月31日（水） 安達保健福祉センター
２月15日（木） 二本松保健センター

実施日 場所 受付時間 内容

１月９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22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 歯科・保健相談
東和保健センター 栄養・保健相談

１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　　こころの健康相談…臨床心理士
　　　　　　歯科相談…歯科衛生士　　栄養相談…栄養士
◆こころの健康相談は予約制で、相談の３日前までに申し込みください。
◆ 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
　 育 児 の

健康増進課予防係☎（55）5109

※ 乳幼児健康診査は「予約制」となっております。事前に電話等でご予約く
ださい。
※ 集団健康診査（４カ月児・１歳６カ月児・３歳児）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。

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） 26日 10：15～11：30
子育て支援センター
（二本松保健セン
ター内）

お誕生会※０・１歳児合同

子育て支援セン
ター☎（23）0415

（火曜） 16日 ９：45～11：30 ２歳児からの親子対象
23日 10：15～11：30 お誕生会※２歳児から対象

育児講座 （金曜） 12日 10：15～11：15 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） 11日、25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） 10日（要予約） 10：00～11：00 子育て支援センター
（あだち保育園内）

こまを作ろう≪12組限定≫ 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）

お正月遊びをしようなど 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） 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）

凧をつくろうなど 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 10：00～ 東和保健センター 新年会 東和保健センター

☎（66）2499

わくわく
広場

（火曜） 16日、23日 10：00～ 東和保健センター お正月遊びなど 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 子育て支援センター

（とうわこども園内） 年齢制限なし（保護者同伴）


