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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。９月号に掲載を希望される方は、８月５日（木）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）

〜８月生まれのおともだち〜

小
お ぐ ら

椋　すみれちゃん（竹田）
令和元年生まれ/２歳
父：絢斗さん　　母：麻里亜さん
すーちゃんお誕生日おめでとう♪
４月から保育園に行きはじめて、たくさん
出来ることが増えて成長が楽しみです☆
そうま兄ちゃんと仲良く楽しく過ごして
ね♪

横
よこやま

山　千
ちなつ

夏ちゃん（上川崎）
平成28年生まれ/５歳
父：真生さん　　母：奈津紀さん
ちなちゃん、お誕生日おめでとう!!
がんばり屋さんのちなちゃん、逆上がり
やプールで25ｍ泳げるようになったね。
５歳も沢山チャレンジして思い出つくろ
うね。

伊
い と う

東 ひまりちゃん（小浜）
令和２年生まれ/１歳
父：明宏さん　　母：果穂さん
誕生日おめでとう！
生まれてきてくれてありがとう♡
ひまりの笑顔に家族みんな癒されてるよ☆
すくすく元気に育ってね！
成長を楽しみにしてるよ！ひまり大好き♡

神
か ん の と う

野藤　慎
し ん ば

晴くん（杉田駄子内）
令和２年生まれ/１歳
父：宏行さん　　母：歩美さん
慎晴、1歳の誕生日おめでとう！
その笑顔に癒されます。
元気いっぱい遊んで、大きく成長してね！

伊
い と う

藤　楓
ふ う ま

真くん（金色久保）
令和２年生まれ/１歳
父：佳洋さん　　母：絵里子さん
楓真くん１歳のお誕生日おめでとう！
楓真くんの笑顔がみれて、パパもママも
幸せです。これからも元気いっぱいすく
すく成長してね。

本
ほ ん だ

田　真
ま こ

瑚ちゃん（油井）
平成30年生まれ/３歳
父：裕介さん　　母：真由美さん
真瑚ちゃん3歳のお誕生日おめでとう♪
お世話好きなまこちゃん、お家ではまだま
だ甘えん坊さんだけど、たくさんの事が１
人でできるようになったね！
これからもお手伝いよろしくね。

斎
さいとう

藤　瑞
み ず き

生くん（針道）
令和２年生まれ/１歳
父：淳さん　　母：彩香さん
１歳のお誕生日おめでとう☆
１つずつできることが増えて成長を感じ
ています。いつも笑顔でいてくれてパパ
とママは幸せです。

池
いけがみ

上　茉
ま

希
の

ちゃん（油井）
令和２年生まれ/１歳
父：成樹さん　　母：奈菜さん
１歳のお誕生日おめでとう♪
家族みんなの癒しの茉希ちゃん！
これからもお姉ちゃんと楽しく元気に成長
して行ってね♡大好きだよ♡

金
かなざわ

澤　玄
は る ま

真くん（舘野）
平成28年生まれ/５歳
父：忍さん　　母：真紀さん
☆はるまくん５歳のお誕生日おめでとう☆
自衛隊とゴジラとお友達が大好き！
お友達といっぱい遊んで、可愛い笑顔を沢
山みせてね♡

桑
く わ た

田　夏
か え で

楓ちゃん（油井）
平成27年生まれ/６歳
父：達さん　　母：彩佳さん
かえちゃんお誕生日おめでとう☆身体を動か
すこと、工作が大好きで遊びを見つけるのが
本当に上手！素敵なお姉さんになったね♡
来年は小学生！楽しみが沢山だね。これから
も夏楓らしさを沢山出してください☆

武
む と う

藤　琉
る い

季くん（渋川）
平成28年生まれ/５歳
父：晃さん　　母：麻希子さん
むじゃきな笑顔の　　　るいくん♡
とてもおもしろい　　　いっしょに思い出た
うちのムードメーカー　　くさん作ろう♪
５歳のお誕生日おめでとう☆

上
う え の

野　夏
な つ め

萌ちゃん（油井）
令和２年生まれ/１歳
父：貴詞さん　　母：成美さん
１歳の誕生日おめでとう☆
明るくて元気な夏萌の事がみんな大好きだ
よ♡
これからも元気に育ってね♡！
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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３年２月16日〜３月17日生 ８/18（水）
安達保健福祉センター

1２：3０
〜13：35

令和３年３月18日〜４月13日生 ９/ １（水） 1２：15
〜13：15

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」
（４カ月児健診時に配布）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

令和元年８月２7日〜９月1２日生 ８/ ４（水）
安達保健福祉センター

1２：45
〜13：5０

令和元年９月13日〜1０月15日生 ８/２6（木） 1２：3０
〜13：3０令和元年1０月16日〜11月５日生 ９/1０（金）

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1０月２２日〜11月1０日生 ８/ ３（火）

安達保健福祉センター

11：5０
〜13：００

平成２9年11月11日〜1２月１日生 ８/19（木） 1２：3０
〜13：35

平成２9年1２月２日〜1２月２０日生 ９/ ７（火） 11：5０
〜13：００

実施日 場　所 内　容 受付時間
８/ ２（月） 二本松保健センター 保健・栄養・歯科相談 ９：００〜11：００岩代保健センター 保健・歯科相談

８/２3（月） 安達保健福祉センター 保健・歯科相談 ９：００〜11：００東和保健センター 保健・栄養・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。
＊あらかじめ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（８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 20日 （金曜） ９：45～11：00 二本松保健センター 楽しくおしゃべり

子育て支援
センター
☎（23）0415

２歳児以上 ３日、17日 （火曜） ９：45～11：00 岳下住民センター 手作りおもちゃを作ろう など
0歳から
未就学児 10日（火）、24日（火）、27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

12日 （木曜） ９：45～12：00 育児講座「あかちゃんの食事」
26日 （木曜） 13：30～14：30 育児セミナー

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

２日（月）、17日（火） 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。

５日、19日 （木曜） 10：00～12：00 栄養相談、身体測定
1０日、２4日 （火曜） 10：30～11：15 ひよっこクラブ
10日 （火曜） 11：3０〜1２：15

こども食堂（テイクアウト）
18日（水）、31日（火） 17：3０〜18：15
22日 （日曜） ９：30～15：00 支援センターまつり
24日 （火曜） 11：30～12：00 離乳食教室
25日 （水曜） 10：00～12：00 ランチ会
26日 （木曜） 10：30～11：30 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
５日、19日、26日 （木曜） ９：45～11：00 岩代保健センター 水遊びをしよう 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 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）

さくらっこ広場
４日、25日 （水曜） ９：45～11：00 岩代図書館 図書館を楽しもう 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 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）

東和 わくわく広場
17日、24日 （火曜） ９：45～11：00 東和保健センター しゃぼんだまで遊ぼう 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）

※�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

８/31（火） 安達保健福祉センター 　９：００〜1２：００９/ ９（木） 東和保健センター
　※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、開催３日前までに電話で

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31年４月18日〜
令和元年５月２０日生

８/17（火）安達保健福祉センター ９：００
〜11：3０９/ ３（金）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、開催３日前までに電話で

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。（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。


