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わが家のアイドル
就学前のお子さんを誕生月にご紹介します。７月号に掲載を希望される方は、６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）

～６月生まれのおともだち～

渡
わたなべ
辺　巧

たくと
人くん(槻木)

平成27年生まれ/５歳
父：瑶さん　　母：有美さん
お誕生日おめでとう！
いつも優しい心遣いをありがとう。
家族みんなが巧人から元気をもらってい
るよ♡

溝
みぞい
井　紫

しはる
陽くん(向原)

平成30年生まれ/２歳
父：一貴さん　　母：彩香さん
☆しーくん!! ２歳のお誕生日おめでとう☆
弟が産まれて、お兄ちゃんになったね。
これからも皆に愛される優しいしーくん
でいてね♡

柴
しばた
田　愛

ま な
菜ちゃん(小浜)

平成29年生まれ/３歳
父：祐作さん　　母：恵さん
３歳のお誕生日おめでとう！
お手伝いをしてくれる愛菜ちゃんには、い
つも助けてもらってるよ！これからもお姉
ちゃんと侑凌くんと仲良くね♡

中
なかじま
島　蒼

そ う た
汰くん（小浜）

平成27年生まれ/５歳
父：和美さん　　母：沙耶香さん
誕生日おめでとう！５歳になったね！
なんでも自分でできる様になったし、お手伝
いもしてくれて、ほんと頼もしいお兄ちゃん
だね！これからも成長楽しみにしてるよ！

菅
かんの
野　快

かいと
斗くん(吉倉)

平成29年生まれ/３歳
父：郁弥さん　　母：裕実さん
３歳の誕生日おめでとー！！
妹ができてからお手伝いしたりお兄ちゃ
んらしくなりました♡いっぱい食べて
いっぱい遊んで大っきくなってねー！

安
あんどう
藤　楓

ふ う か
奏ちゃん（油井）

平成30年生まれ/２歳
父：英輝さん　　母：沙耶香さん
ふーちゃん２歳のお誕生日おめでとう♡
色々な事が出来る様になり、お話も上手に
なって、毎日が楽しいね♪
おてんばさんだけど、お姉ちゃんとたくま
しく成長してね！！

橋
はしもと
本　悠

ゆうせい
聖くん（渋川）

平成27年生まれ/５歳
父：和宏さん　　母：八千代さん
ゆうくん５歳のお誕生日おめでとう！！
最近は補助輪なしで自転車に乗れるように
なったり、うんていが出来るようになってす
ごいね！早くいっぱいお出かけもしたいね。
お姉ちゃんとも仲良く遊んでね！！

久
く の う
納　愛

あ い み
心ちゃん（渋川）

平成27年生まれ/５歳
父：寿さん　　母：裕香さん
愛心ちゃん５歳のお誕生日おめでとう♡
幼稚園に行くようになって、少しお姉さんら
しくなったよね♪
チョットおてんばだけど、優しい愛ちゃん♡
これからも、みんなを笑顔にしてね☆
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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

令和２年１月13日～１月21日生 ６/ ３（水）安達保健福祉センター 12：3０
～13：００令和２年１月22日～２月１日生 ６/17（水）二本松保健センター

令和２年２月２日～２月15日生 ７/ １（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3０年1０月21日～11月７日生 ６/1０（水）二本松保健センター 12：3０
～13：2０平成3０年11月８日～11月19日生 ７/ ３（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12月15日～12月31日生 ６/ ９（火）安達保健福祉センター
12：００
～13：2０平成29年１月１日～１月1０日生 ６/19（金） 二本松保健センター

平成29年１月11日～１月31日生 ７/ ７（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

６/11（木） 二本松保健センター ９：15
～９：3０

９：3０
～12：００６/26（金） 安達保健福祉センター

　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
　定　員　１回当たり1０組程度（先着順）
　※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3０年２月３日～

３月26日生 ６/16（火）安達保健福祉センター ９：００
～９：15平成3０年３月27日～

４月3０日生
７/ ８（水）二本松保健センター
７/21（火）安達保健福祉センター

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

６/ １（月）
二本松保健センター 保健・歯科相談

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 保健・歯科・栄養相談
道の駅ふくしま東和 保健・栄養相談

６/15（月）
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 保健・歯科・栄養相談
岩代保健センター 保健相談
東和保健センター 保健・歯科相談

＊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
＊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。。

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（６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・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。

地域 行事名等 日　時 場　所 内　容 問い合わせ

二本松
育児
講座
など

０歳から
未就学児 18日 （木曜） 13：3０～15：００ 子育て

支援センター
（二本松保健センター内）

新型コロナウイルス感染症について
～正しい知識を知ろう～

子育て支援
センター
☎（23）０415

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 支援センター
ぷらす

１日、15日 （月曜） 1０：００～11：3０

子育て支援
センター

（認定こども園
 まゆみぷらす内）

親子制作

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。

４日、18日 （木曜） 1０：００～12：００ 栄養相談、身体測定
９日、23日 （火曜） 1０：3０～11：15 ひよっこクラブ
９日（火）、26日（金） 17：5０～19：2０ こども食堂
12日 （金曜） 14：3０～15：3０ 親子クッキング教室
2０日 （土曜） 15：００～2０：００ 初夏の夜を楽しむ会
23日 （火曜） 11：3０～12：００ 離乳食教室
24日 （水曜） 1０：００～12：００ ランチ会
25日 （木曜） 1０：3０～12：００ お誕生会
通常開放：毎日（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 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

（小浜保育所内） 年齢制限なし（保護者同伴） 小浜保育所
☎（55）2124

さくらっこ広場 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

（いわしろさくら
こども園内）

年齢制限なし（保護者同伴）
いわしろさくら
こども園
☎（57）27０9

東和 わくわく広場 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） とうわこども園

☎（24）8125

３地域
合同

（二本松・
岩代・
東和）

親子
教室

０･ １歳児合同 12日、19日、26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）

【雨天中止】
戸外遊び　など
※ 子育て支援センターに集合後、

戸外遊びなどを行います。

子育て支援
センター
☎（23）０415

２歳児以上 ９日、16日、23日 （火曜） ９：45～11：3０

※�状況によりイベントが変更・中止になる場合があります。開催の有無は、それぞれのお問い合わせ先へご確認をお願いします。


