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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。５月号に掲載を希望される方は、４月５日（火）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）

〜４月生まれのおともだち〜

佐
さとう
藤　梓

あずさ
ちゃん(杉田町)

平成29年生まれ/５歳
父：秀平さん　　母：美穂さん
あーちゃん、５歳の誕生日おめでとう！
もうすっかりお姉さんだね。
これからも元気いっぱい笑顔いっぱいの
あーちゃんを見せてね！

小
おやま
山　碧

あおと
斗くん(油井)

令和３年生まれ/１歳
父：貴大さん　　母：奈々さん
１歳のお誕生日おめでとう！
食べることが大好きなあおと。
たくさん食べて元気いっぱいにおおきく
なってね♡

市
いちかわ
川　蒼

あおい
くん(亀谷)

平成31年生まれ/３歳
父：哲さん　　母：麻幸さん
あおちゃん３歳のお誕生日おめでとう☆
元気いっぱいで優しいお兄ちゃんになり
ました♪これからもみーくんと仲良く大
きくなってね♡

齋
さいとう
藤　竜

りゅうせい
聖くん(郭内)

平成28年生まれ/６歳
父：竜太さん　　母：直子さん
６歳おめでとう♡
お料理やお手伝いも上手で元気いっぱいで
優しくてかっこいいりゅうちゃん！
たのしい１年にしようね☆わっしょい！

鈴
すず　き
木　湊

そ
乃
の
華
か
ちゃん（油井）

平成30年生まれ/４歳
父：拓也さん　　母：和佳奈さん
そのかちゃん4歳のお誕生日おめでとう♪
よく笑ってよく泣くそのちゃんがみんな大
好きだよ♡
そのちゃんらしく大きくなってね♡

齋
さいとう
藤　楓

ふうか
花ちゃん(智恵子の森)

平成29年生まれ/５歳
父：和也さん　　母：あゆみさん
５歳のお誕生日おめでとう♡かわいい笑
顔とおしゃべりで、みんなを和ませてく
れるふうちゃん♡これからもたくさん遊
んで食べて、笑って泣いて、いろんな経
験をして素敵な女の子に育ってね♪

市内中学校で卒業式
新しい道で、それぞれの活躍を
　３月11日、市内の各中学校で卒業証書授与式が行
われ、464人が学び舎

や
を巣立ちました。

　４月からは、中学校生活で学んだことを胸に、そ
れぞれの進路に向けて新たな一歩を踏み出していき
ます。
（写真は二本松第三中学校です。）
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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12月１日〜12月21日生 ４/20（水）安達保健福祉センター 12：30
〜13：35

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５月27日〜６月30日生 ４/14（木）
安達保健福祉センター

12：30
〜13：30

令和２年７月１日〜７月15日生 ４/27（水） 12：45
〜13：50

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７月１日〜７月13日生 ４/15（金）安達保健福祉センター 11：50
〜13：00

実施日 場　所 内　容 受付時間
４/４（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

４/18（月） 安達保健福祉センター 保健・歯科相談東和保健センター
＊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
＊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。
＊電話等で予約をいただけると、３密回避になるほか、待ち時間が軽減され
ます。
＊相談の際はマスクを着用してください。また、体調が悪い場合には、無理
せず参加をご遠慮ください。

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（４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 15日 （金曜） ９：45～11：00

二本松保健センター

リズムあそびをしよう　※要予約

子育て支援
センター
☎（23）0415

２歳児以上 19日 （火曜） ９：45～11：00 リズムあそびをしよう　※要予約
育児
講座
など

0歳から
未就学児

12日 （火曜） ９：45～11：00 親子おはなし会　※要予約
18日（月）、19日（火） ８：30～16：00 えほんの日　※時間内自由見学可
22日（金）、26日（火） 14：30～15：30 ふれあいたいむ　※要予約

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

４日、25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。

５日、19日 （火曜） 11：50〜 親子昼食会
６日、20日 （水曜） ９：30～11：30 プレスクール
７日、21日 （木曜） 10：00〜12：00 栄養相談、身体測定
12日、26日 （火曜） 11：50〜 地域の昼食会
13日、27日 （水曜） 10：30～11：15 ひよっこクラブ
27日 （水曜） 11：30～12：00 離乳食教室
28日 （木曜） 10：30～11：30 絵本の読み聞かせ、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）

支援センター
Den

４日、18日 （月曜） 10：00～10：45

子育て支援
センター

（認定こども園
 まゆみ内）

赤ちゃんひろば
地域子育て支援
センター Den
☎（24）6745

※ 4/1（金）開所
　（ 油井字鶴巻138）

※ 内容等詳細はお
問い合わせくだ
さい。

７日、14日、21日 （木曜） 10：00～、10：30～ 絵本の読み聞かせ、体を動かそう
８日、22日 （金曜） ９：30～11：00 作って遊ぼう
９日 （土曜） ９：30～15：00 開所式、パパたちの開放day
11日（月）10：30～、20日（水）14：00～ 園内見学（併設認定こども園）
12日、26日 （火曜） ９：30～11：30 身体測定、栄養相談
13日、27日 （水曜） 11：50～ 親子昼食会
15日(金）、27日（水） 17：50～ こども食堂
19日 （火曜） ９：30～12：00 離乳食教室
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 14日、28日 （木曜） ９：45～11：00 岩代保健センター 親子ふれあい遊びをしよう 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 小浜保育所 年齢制限なし（保護者同伴）

さくらっこ広場 通常開放：毎日（土・日・祝日を除く） ８：30～13：30 いわしろさくら
こども園 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
12日、26日 （火曜） ９：45～11：00 東和保健センター こいのぼりを作ろう 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

４/７（木） 安達保健福祉センター 　９：00〜12：00４/28（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、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２年１月１日〜
１月23日生

４/12（火）安達保健福祉センター ９：00
〜11：30４/26（火）

　※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。


