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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。１月号に掲載を希望される方は、12月７日（月）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）

〜12月生まれのおともだち〜

安
あんざい
齋　太

たいが
凱くん(金色久保)

平成30年生まれ/２歳
父：徹さん　　母：直巳さん
２歳のお誕生日おめでとう！！
歌って踊って笑う元気な姿にいつもたく
さんの幸せをもらっています♡
お兄ちゃんと仲良くすくすく育ってね★

佐
さとう
藤　穂

ほたか
高くん(杉田町)

平成30年生まれ/２歳
父：秀平さん　　母：美穂さん
２歳の誕生日おめでとう！
楽しいことが大好きで、たまにお姉ちゃ
んと喧嘩もしちゃうけど、これからも元
気に遊んでね！

熊
くまだ
田　登

とうま
真くん(原セ才木)

令和元年生まれ/１歳
父：祐貴さん　　母：千晴さん
登真くん、１歳のお誕生日おめでとう！
登真くんの可愛い笑顔に毎日癒されてま
す☆
お兄ちゃんと仲良く、元気に育ってね♪

酒
さかい
井　はなのちゃん（茶園）

令和元年生まれ/１歳
父：俊貴さん　　母：ゆういさん
１歳のお誕生日おめでとう！
元気なはなのを見ていると、パパとママも
自然と笑顔になっちゃうよ♡たくさん食べ
て、すくすく大きくなってね！

加
かとう
藤　聖

せ な
愛ちゃん(鉄扇町)

平成30年生まれ/２歳
父：孝さん　　母：由佳里さん
２歳のお誕生日おめでとう！お兄ちゃん
とも仲良く、いっぱい笑って楽しく過ご
して行こうね。落ち着いたらたくさんお
出かけしようね！大好きだよ♥

安
あだち
達　美

み く
玖ちゃん（郭内）

平成26年生まれ/６歳
父：保友さん　　母：絵美さん
６歳お誕生日おめでとう！
いつも明るくて優しいみくちゃん。
みくちゃんの笑顔が癒やしだよ♡
来年は小学生！大好きなお勉強楽しみだね。

太
おおた
田　栞

しおり
里ちゃん(太田)

令和元年生まれ/１歳
父：真一さん　　母：佳那子さん
笑顔がとってもお似合いのしーちゃん♡
１歳おめでとう！
元気いっぱい楽しく過ごしていこうね♡

髙
たかまつ
松　美

みおり
織ちゃん(作田)

令和元年生まれ/１歳
父：泰俊さん　　母：由美子さん
美織ちゃん�１歳の誕生日おめでとう！
もぉーとってもかわいい♡
おしゃべりもあんよも達者で元気いっぱい♪
これから楽しい思い出たくさん作ろうね☆

安
あんざい
齋　凛

り ひ と
一飛くん(平石高田)

令和元年生まれ/１歳
父：教之さん　　母：静香さん
りーくん1歳お誕生日おめでとう!!
いつもニコニコ笑顔でみんな毎日癒され
てるよ♡お兄ちゃんは可愛くて仕方ない
んだって♡笑
これからも元気いっぱいで遊ぼうね★

伊
いとう
藤　花

はなの
望ちゃん(油井)

令和元年生まれ/１歳
父：拓磨さん　　母：有紀さん
初めてのお誕生日おめでとう☆
大きな病気をすることもなく、元気に育っ
てくれたね。我が家に生まれてきてくれ
て本当にありがとう。これからも笑顔
いっぱいで過ごしていってね。

大
おおうち
内　暖

の の
心ちゃん（西池）

平成30年生まれ/２歳
父：勇太さん　　母：愛歌さん
２歳の誕生日おめでとう♥
パパが大好きなののちゃん。
これからも、いっぱい食べて、いっぱいあ
そんで大きくなってね。

柿
かきぬま
沼　万

ま ゆ
結ちゃん(成田町)

平成29年生まれ/３歳
父：祐太さん　　母：綾子さん
３歳のお誕生日おめでとう♪
毎日「これなぁに？」「なんでー？」との質
問に父母は答えるのに必死です。
これからも毎日笑って過ごそうね。

丸
まるやま
山　晴

はる
くん（茶園）

令和元年生まれ/１歳
父：祐貴さん　　母：由美恵さん
１歳のお誕生日おめでとう。
その笑顔に毎日幸せをもらっているよ。
これからも元気いっぱい大きくなってね！

　　　　　ちゃん(塩沢町)
令和元年生まれ/１歳
父：純一さん　　母：美咲さん
かんな１歳のお誕生日おめでとう！
毎日パパとママに癒しをくれてありがと
う☆これからもみんなで思い出作ってい
こうね♡

か ん なわたなべ
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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７月12日〜７月31日生 12/16（水）安達保健福祉センター 12：3０
〜13：００令和２年８月１日〜８月29日生 １/13（水）

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31年１月16日〜２月９日生 12/ ２（水）安達保健福祉センター 12：3０
〜13：2０平成31年２月1０日〜２月28日生 12/17（木）

３歳児健康診査（★要予約）
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成29年４月15日〜４月25日生 12/1０（木） 安達保健福祉センター 12：００
〜13：2０平成29年４月26日〜５月14日生 １/15（金）

実施日 場　所 内　容 受付時間

12/ ７（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

12/21（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。
＊定例健康相談は電話等でご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（12月）

乳幼児健康診査

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

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 ９日�※要予約 （水曜） ９：45～11：00 二本松福祉センター クリスマス飾りを作ろう

子育て支援
センター
☎（23）0415

0歳から
未就学児 ８日（火）、11日（金） 14：30～15：30

二本松保健センター
ふれあいたいむ

育児
講座
など

0歳から
未就学児

２日 （水曜） ９：45～11：00 親子おはなし会
23日�※要予約 （水曜） ９：45～12：00 二本松福祉センター 親子でお料理

24日 （木曜） 13：30～15：00
二本松保健センター

育児セミナー「日常生活で起こりや
すいけがの対処法」

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

３日、17日 （木曜） 10：00～12：00

子育て支援
センター
（認定こども園
�まゆみぷらす内）

栄養相談、身体測定

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。

７日、21日 （月曜） 10：00～11：30 親子制作
８日、22日 （火曜） 10：30～11：15 ひよっこクラブ
10日 （木曜） 14：30～15：30 親子クッキング教室
13日 （日曜） ９：30～15：00 パパたちのセンター開放day
15日 （火曜） 10：00～11：00 お楽しみ会
22日 （火曜） 11：30～12：00 離乳食教室
23日 （水曜） 10：00～12：00 ランチ会
24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

２地域合同（岩代・東和）
３日 （木曜） ９：45～11：00

岩代保健センター
クリスマスのおはなし会 子育て支援

センター
☎（23）0415

10日 （木曜） ９：45～11：00 クリスマス飾りを作ろう
15日 （火曜） ９：45～11：00 東和保健センター クリスマスを楽しもう

※�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。

離乳食ふれあい教室（★要予約）
　対　象　離乳食開始から１歳程度のお子さんと保護者
　日　時 期　日 場　所 時　間

12/ ８（火） 岩代保健センター
　９：００〜12：００12/15（火） 安達保健福祉センター

１/14（木） 二本松保健センター
　※教室（集団）型での実施は、当面の間、見合わせています。
　※個別で相談を受け付けていますので、電話でお申し込みください。
２歳児健康相談（★要予約）

対象者 期　日 場　所 時　間
平成3０年８月28日〜

1０月５日生
12/ ４（金）安達保健福祉センター ９：００

〜11：3０12/23（水）二本松保健センター
　※教室（集団）型での実施は、当面の間、見合わせています。
　※個別で相談を受け付けていますので、電話でお申し込みください。
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。
（助産師への相談は要予約）

乳幼児健康相談

※ 「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。


