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　　　 緊急情報メール配信サービス
災害が発生した場合など、緊急情報メールを配信して
います！
　災害情報…河川氾濫、
　　　　　　避難所開設情報 など
　環境情報…クマ出没情報 など
　生活情報…道路（通行止め）、断水情報
　　　　　　 など
　防犯情報…不審者情報 など

◎問い合わせ…秘書政策課秘書広報係☎（55）5096

　二本松市公式ＳＮＳ
　観光も、災害関連情報も！
　市の情報をリアルタイムに
　お届けしています！！

◎問い合わせ…秘書政策課秘書広報係☎（55）5096

登録は
こちらから

↑登録は
こちらから

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。４月号に掲載を希望される方は、３月５日（土）までに写真とコメン
ト（50字程度）をお寄せください。※ウェブサイトからの申し込みも可能です。（秘書政策課秘書広報係）

〜３月生まれのおともだち〜

冨
とみつか
塚　源

げんじ
治くん(杉田仲之内)

平成28年生まれ/６歳
父：広光さん　　母：郁さん
６歳のお誕生日おめでとう☆
４月からは小学校！
お兄ちゃんがんばれ♪

齋
さいとう
藤　実

みおり
織ちゃん(智恵子の森)

令和３年生まれ/１歳
父：和也さん　　母：あゆみさん
１歳のお誕生日おめでとう♡
なにをしても可愛いみーちゃんは、まさ
に齋藤家のアイドル♡これからもお姉
ちゃん達と元気にすくすく育ってね。

佐
さとう
藤　るかちゃん(沖)

令和３年生まれ/１歳
父：大輔さん　　母：友里恵さん
１歳のお誕生日おめでとう。
幸せな毎日をありがとう。
これからも元気にすくすくと育ってね☆

小
こたに
谷　実

み か さ
架紗ちゃん(智恵子の森)

令和３年生まれ/１歳
父：穣維さん　　母：詩織さん
１歳のお誕生日おめでとう！
みかんと苺が大好きなみーちゃん♪
これからも元気いっぱい健康でゆっくり大
きくなってね。

高
たかの
野　詩

うた
ちゃん（渋川）

平成30年生まれ/４歳
父：賢さん　　母：杏奈さん
４歳のお誕生日おめでとう♡
プリンセスが大好きな詩ちゃん♡詩ちゃん
の笑顔がパパとママは大好きです☆
優しいお姉ちゃんになってね☆

鈴
すずき
木　湊

み の り
乃莉ちゃん(油井)

平成28年生まれ/６歳
父：拓也さん　　母：和佳奈さん
みのちゃん６歳のお誕生日おめでとう♪
４月から一年生になるね☆
みのちゃんらしく笑顔でいてね♡

斎
さいとう
藤　香

か ほ
帆ちゃん(智恵子の森)

平成28年生まれ/６歳
父：久暢さん　　母：由佳さん
かほちゃん６歳の誕生日おめでとう。
いつもニコニコ元気いっぱいのかほちゃん。
もうすぐ小学生だね‼
ステキなお姉さんになってね。

小
こ が さ か
賀坂　東

とうり
依くん（油井）

令和２年生まれ/２歳
父：翼さん　　母：ゆかりさん
２歳おめでとう！
優しくて、いつも笑顔の東依が大好きだよ。
これからもお兄ちゃんと仲良く、元気に
育ってね！

髙
たかぎ
木　結

ゆいと
人くん(岳温泉)

平成31年生まれ/３歳
父：正人さん　　母：温子さん
３歳のお誕生日おめでとう！
よく食べてよく笑うゆいくん☆
これからもたくさん食べて元気に大きく
なってね♪

お父さんお母さん、
消防団の加入も

お待ちしています！
春の火災予防運動は

３月１日～７日です！
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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10月21日〜11月10日生 ３/９（水）
安達保健福祉センター

12：30
〜13：35

令和３年11月11日〜11月30日生 ３/23（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カ月児健診時に配付）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２年４月14日〜５月17日生 ３/11（金）安達保健福祉センター 12：30
〜13：30令和２年５月18日〜６月15日生 ３/24（木）

３歳児健康診査（★要予約）
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成30年６月１日〜６月10日生 ３/８（火）安達保健福祉センター 11：50
〜13：00平成30年６月11日〜６月30日生 ３/18（金）

実施日 場　所 内　容 受付時間
３/７（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

３/22（火） 安達保健福祉センター東和保健センター
３/16（水） 安達保健福祉センター こころの健康相談 13：30〜15：30
＊相談担当　保健相談…保健師、栄養相談…栄養士、歯科相談…歯科衛生士
　　　　　　こころの健康相談…臨床心理士
＊こころの健康相談は予約制です。相談の３日前までにお申込みください。
＊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（３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 ４日、18日 （金曜） ９：45～11：00

二本松保健センター

作ってあそぼう など

子育て支援
センター
☎（23）0415

２歳児以上 １日、15日 （火曜） ９：45～11：00 ひな人形を作ろう など
0歳から
未就学児 11日、25日 （金曜） 14：30～15：30 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） ９：45～12：00 赤ちゃんの食事「離乳食作り」
９日 （水曜） ９：45～11：00 誕生会

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。

６日 （日曜） ９：30～15：00 パパたちの支援センター開放day
７日、28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
８日（火）、1６日（水）、29日（火） 17：30〜18：15 こども食堂（テイクアウト）
22日 （火曜） 11：30～12：00 離乳食教室
24日 （木曜） 10：30～11：30 お誕生会
25日 （金曜） 10：00～12：00 ランチ会
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
３日 （木曜） ９：45～11：00

岩代保健センター

リズム遊びをしよう 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
２日 （水曜） ９：45～11：00 ひな祭りを楽しもう 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）

岩代地域合同広場 10日 （木曜） ９：45～11：30 みんなのおめでとう会 小浜保育所
☎（55）2124

東和 わくわく広場
８日、15日 （火曜） ９：45～11：00 東和保健センター シール遊びをしよう 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

３/10（木） 二本松保健センター 　９：00〜12：00
　※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

令和元年11月16日〜
12月31日生

３/２（水）安達保健福祉センター ９：00
〜11：30３/16（水）

　※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。


