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わが家のアイドル

谷
たに
　樹

じゅ な
奈ちゃん(油井)

平成29年生まれ/2歳
父：栄一郎さん　　母：久美さん
２歳に間もなくなりますが言葉が多く
なってきました。変な言葉は使えないこ
の頃です。怪我や病気に負けず元気に
育って欲しいです。

髙
たかの
野　聖

しょうま
真くん(平石高田)

平成30年生まれ/1歳
父：聖人さん　　母：美咲さん
1歳のお誕生日おめでとう！生まれた時
は小さかったけど、毎日沢山ご飯を食べ
て、すくすく育つ聖真を見る事ができて
幸せです♡これからも元気いっぱい大き
くなってね！

齋
さいとう
藤　星

せいな
奈ちゃん(竹田)

平成30年生まれ/1歳
父：惣一郎さん　　母：澄恵さん
お誕生日おめでとう♡
七夕に生まれてもう１年だね☆いつも笑
顔に癒されてるよ♪これからも、すくす
くと元気に育ってね★

宮
みやざわ
澤　佳

かれん
蓮ちゃん(上竹)

平成28年生まれ/3歳
父：司さん　　母：桃子さん
佳蓮ちゃん3歳のお誕生日おめでとう！
歌やダンスが得意で、いつも楽しませて
くれるね♡
お兄ちゃんとも仲良く遊んでね！

高
た か の
野　悠

ゆう
くん（渋川）

平成27年生まれ/4歳
父：賢さん　　母：杏奈さん
悠くん☆４歳おめでとう♪
毎日元気で優しい悠くん！
妹想いでパパもママも嬉しいよ♡
大好きだよ～♡♡

鈴
すずき
木　葵

あおい
結ちゃん(針道)

平成30年生まれ/1歳
父：崇功さん　　母：綾さん
あおちゃん１歳おめでとう☆
いつも家族みんなを笑顔にしてくれてあ
りがとう！みんな葵結ちゃんが大好きだ
よ♡

菅
かんの
野　想

そ お
雄くん(木幡)

平成27年生まれ/4歳
父：雄治さん　　母：沙織さん
4歳のお誕生日おめでとう♡
いつも元気いっぱいで甘えん坊の想雄く
ん。たくさん食べて大きくなってね！

安
やすた
田　さきちゃん(若宮)

平成30年生まれ/1歳
父：忠寛さん　　母：里美さん

わがやのアイドルさきちゃん。

いっぱい食べて遊んで大きくなってね。

吉
よしだ
田　圭

けいご
吾くん(渋川)

平成28年生まれ/3歳
父：伸司さん　　母：なつみさん
圭ちゃん3歳のお誕生日おめでとう♡
最近はとってもやんちゃでいたずらも多
いけど、歌ったりお外遊びも大好きで、
毎日が楽しいね♪
これからもすくすく育ってね！

野
の ぢ
地　晃

あきふみ
史くん(上川崎)

平成25年生まれ/6歳
父：隆行さん　　母：里美さん
誕生日おめでとう！！
あっという間に6歳、来年は小学生ですね。
これからの成長がますます楽しみです。

就学前のお子さんを誕生月にご紹介します。８月号に掲載を希望される方は、７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。 （秘書政策課秘書広報係）

〜7月生まれのおともだち〜

桑
くわた
田　葵

あおい
衣ちゃん(表)

平成29年生まれ/2歳
父：達さん　　母：彩佳さん
あおちゃん2才おめでとう♡あおちゃん
のニコって笑顔は世界一！！癒しをあり
がとう。これからも沢山食べて元気いっ
ぱい大きくなーれ★
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地域 行事名等 日　時 場　所 内　容 問い合わせ

二本松

親子
教室

０-1歳児合同 ５日、12日 （金曜） ９：45〜11：00

子育て
支援センター

（二本松保健センター内）

わらべうたを楽しもう など

子育て支援
センター
☎（23）0415

2歳児以上 ２日 （火曜） ９：45〜11：30 七夕飾りを作ろう

育児
講座
など

対象者
９日 （火曜） ９：45〜12：00 心肺蘇生法講習会
19日※10組限定・要予約 （金曜） ９：45〜12：00 あかちゃんの食事『離乳食作り』

０歳から
未就学児

26日 （金曜） ９：30〜12：00 夏まつり
31日 （水曜） ９：30〜11：30 お誕生会（６月・７月）

子育て広場 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 ４日、18日 （木曜） 10：00〜11：30 安達保健福祉
センター

４日：ミニ運動会 ☆
18日：自由に遊ぼう

健康増進課
☎（55）5110

支援センター
ぷらす

９日、23日 （火曜） 10：30〜11：15

子育て支援
センター

（認定こども園
 まゆみぷらす内）

ひよっこクラブ

地域子育て支援セ
ンターぷらす
☎（24）8347

※ 内容等詳細はお
問い合わせくだ
さい。

11日、25日 （木曜） 10：00〜12：00 栄養相談、身体測定
９日(火)、26日(金) 17：50〜19：20 こども食堂
６日、20日 （土曜） ９：30〜14：00 土曜開放
12日 （金曜） 10：00〜11：30 親子制作
17日 （水曜） 10：00〜12：00 料理教室
18日 （木曜） 10：30〜12：00 お誕生会
23日 （火曜） 11：30〜12：00 離乳食教室
28日 （日曜） 10：00〜13：00 センター開放day
通常開放：毎日（土・日・祝日を除く） ９：30〜16：30 年齢制限なし（保護者同伴）

岩代

すくすく広場
11日、18日、25日 （木曜） 10：00〜11：30 子育て支援センター

（小浜保育所内）
うちわを作ろう 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
３日、17日 （水曜） 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）

七夕飾りを作ろう 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 わくわく広場
５日 （金曜） 10：00〜11：30

とうわこども園
七夕まつり

とうわこども園
☎（24）812523日、30日 （火曜） 10：00〜11：30 プールで遊ぼう など

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31年２月11日〜２月27日生 ７/ ３（水）二本松保健センター 12：30
〜13：00平成31年２月28日〜３月20日生 ７/24（水）安達保健福祉センター

平成31年３月21日〜４月８日生 ８/ ７（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、指定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29年11月28日〜12月19日生 ７/10（水）二本松保健センター 12：30
〜13：20平成29年12月20日〜

　　　　　平成30年１月４日生 ７/26（金）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28年２月15日〜３月６日生 ７/ ２（火）安達保健福祉センター 12：00
〜13：20平成28年３月７日〜４月５日生 ７/12（金） 二本松保健センター

平成28年４月６日〜４月22日生 ８/ ６（火）安達保健福祉センター

離乳食ふれあい教室（★要予約）
　対　象　７カ月前後、１歳前後のお子さんと保護者
　日　時 期　日 場　所 受付時間 教室時間

７/ ９（火） 安達保健福祉センター ９：15
〜９：30

９：30
〜12：00７/25（木） 岩代保健センター

８/ ８（木） 二本松保健センター
　内　容　離乳食つくりや親子遊びなど　　参加費　無料
　持参物　 母子健康手帳、おんぶひも、エプロン、三角巾またはバン

ダナ等、子ども用スプーン、子ども用ミルク・タオルなど
　※各回の定員等、詳しくはお問い合わせください。
２歳児健康相談（予約不要、二本松・安達会場のみ）

対象者 期　日 場　所 受付時間
平成29年３月４日〜

４月８日生
７/ ５（金）安達保健福祉センター

９：00
〜９：15

７/17（水） 二本松保健センター
平成29年４月９日〜

５月12日生
８/ ２（金）安達保健福祉センター
９/10（火） 二本松保健センター

フリー相談（予約不要）
　場　所　子育て世代包括支援センター Mum（安達保健福祉センター内）
　内　容　乳幼児の身体測定や相談を行います。
　時　間　９：00〜17：00（年末年始・土日祝日は除く）
　※電話での相談も受け付けます。☎（24）8660　Fax（23）1714
　※毎週月・水曜日の午前９時から正午までは、助産師も対応しています。

実施日 場　所 内　容 受付時間

７/ １（月）
二本松保健センター 歯科・栄養・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 歯科・保健相談
道の駅ふくしま東和 栄養・保健相談

７/16（火）
二本松保健センター 保健相談

９：00〜11：00安達保健福祉センター 歯科・保健相談
岩代保健センター 栄養・保健相談
東和保健センター 歯科・保健相談

７/31（水） 二本松保健センター こころの健康相談 13：30〜15：30
＊相談担当　保健相談…保健師　　歯科相談…歯科衛生士
　　　　　　栄養相談…栄養士　　こころの健康相談…臨床心理士
※市民はどなたでも相談できます。お気軽にご相談ください。
※こころの健康相談は予約制で、相談の３日前までにお申し込みください。

乳幼児健診・健康相談の
問い合わせ…
　健康増進課保健係
　☎（55）5110　Fax（23）1714
　二本松保健センター
　☎（55）5108　Fax（23）6662
　岩代保健センター
　☎（65）2820　Fax（65）2838
　東和保健センター
　☎（66）2499　Fax（46）4122

育児教室（７月）

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　Fax（23）1714

※ 「予約制」のものについては、事前に電話等でご予約ください。
※ 集団（４カ月児・１歳６カ月児・３歳児）健診では、歯科・保健相談

を行っており、歯科相談では希望があれば保護者の方の歯みがき支
援も行います。


