
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      2015年

　問い合せ先：岩沼市子育て支援センター（岩沼みなみプラザ） 　℡　36－8762　　

日 月 火 水 木  金 土

1 2 3 文化の日 4 5 6 7
★すくすく教室
　　（保健センター）
◎わんぱくサークル
　　（東児童館）
★FMいわぬま
　   「ｉキッズステーション」

★ちびっこ相談
　　（保健センター）
★みんなのごきげん広場
　　（岩沼保育園）
★はるかぜデー
　　（岩沼はるかぜ保育園）
★おはなし会
　 　「おひざにだっこダンボの会」
◎マーメイド・ピュア
　　（グリーンピア森のプール）

◎ひよこデー
　　 （ひよこ園）
◎トトロサークル
　　（岩沼保育園）

★チアフルデー
　　（チアフル保育園）

　

　 ・玉浦小振替休業日（避難訓練分） ・西小低学年持久走記録会
　　（西小）
・岩中第２回校内記録会（長距離走）
　　（市陸上競技場）9:00～12:00

・岩小就学時健康診断
　　（岩小）　13:00～15:10
・玉浦中授業参観・進路説明会
　　（玉浦中）

・岩小避難訓練（地震→火災）
　　（岩小）
・玉浦小わかまつまつり
　　（玉浦小）　9:00～12:00
・北中避難訓練（火災）
　　（北中）

・岩小PTA親子環境整備作業②
　　（岩小）
・西小PTA奉仕作業
　　（西小）
・南小ニコニコカーニバル
    （PTAバザー）
　　（南小）　8:30～12:30

8 9 10 11 12 13 14
★おはなし会
　「語りっこいわぬま」
　　よみきかせ
　（市民図書館）

◎マーメイド・ピュア
　（グリーンピア森のプール）

◎にこにこⅠサークル
　　（南児童館）
★えほんのへや“とんとん”
　　（ひなたぼっこ
　　　　 ハーモニー２Ｆ）
★３か月児健康診査
　　（保健センター）
 

◎あんぱんまんサークル
　　（南児童館）
★ママのおしゃべりサロン
  　 「こがねのみ」
　　（市民会館）
★里の杜あそび場
　　（里の杜中央公園）
◎ラッコクラブ
  　（グリーンピア森のプール）
★FMいわぬま
　   「ｉキッズステーション」

◎エンゼルⅠサークル
　　（勤労者活動センター）
★おはなし会　市民図書館主催
   　（市民図書館）
★園庭解放
　　（岩沼南こばと幼稚園）
★2歳6か月児歯科健康診査
   　（保健センター）
 
　
　
　
　

★チアフルデー
　　（チアフル保育園）
◎げんきっこクラブ
　　（岩沼南こばと幼稚園）
★おはなし会
　　「岩沼よみきかせの会」
　　（市民図書館）

・南小振替休業日（カーニバル分）
・西中避難訓練（火災）
　（西中）

・西小避難訓練（火災）
   　(西小）

・南小避難訓練（防犯） ・西小子どもまつり
　　（西小）

・岩中校内スポーツ大会
　　（岩中）　8:30～

・西子ども会育成会
　   ものづくり交流会
　　   （西公民館）　9:00～12:00

15 16 17 18 19 20 21
 ◎おやこの広場⑦

　　（南児童館）
★えほんのへや“とんとん”
　　（ひなたぼっこ
　　　　 ハーモニー２Ｆ）

★誕生会・かめかめデー
      （亀塚保育所）
◎エンゼルⅡサークル
　　（勤労者活動センター）
★1歳８か月児健康診査
     （保健センター）
★親子ふれあい絵本事業
     （保健センター）
★FMいわぬま
　   「ｉキッズステーション」

★乳幼児歯科講座
◎たんぽぽサークル
　　（勤労者活動センター）
◎チビッコタイム
　　（東児童館）
★おはなし会
　 　「おひざにだっこダンボの会」
★はとぽっぽサロン
　　（竹駒保育園）
◎マーメイド・ピュア
　　（グリーンピア森のプール）

◎にこにこⅡサークル
　　（勤労者活動センター）
★ＢＣＧ接種
  　（保健センター）

★チアフルデー
　　（チアフル保育園）

22 23　勤労感謝の日 24 25 26 27 28
★里の杜
　　一日あそび場
　　　（里の杜中央公園）
 

　 ★あそびの集い⑦
     （相の原保育所）
◎ひよこデー
　　（ひよこ園）
★えほんのへや“とんとん”
　　（ひなたぼっこ
　　　　 ハーモニー２Ｆ）

★里の杜あそび場
　　（里の杜中央公園）
★FMいわぬま
　   「ｉキッズステーション」

★ぽかぽかでー＆なかよしでー
   　（東保育所）
★おはなし会　市民図書館主催
   　（市民図書館）
★なかよし広場
　　（北児童センター）
★3歳6か月児健康診査
　    （保健センター）

　

★１歳からの離乳食完了期教室
　　（保健センター）
★ねんねサロン
　 　（みなみプラザ）

★チアフルデー
　　（チアフル保育園）
★パパと遊ぼう会
　　（岩沼保育園）
★おはなし会
  　「岩沼よみきかせの会」
      （市民図書館）

・岩小子ども会育成会
      もうすぐお正月
         （市民会館）   9:30～13:30

・岩小避難訓練（給食時）
　　（岩小）
・南小授業参観・懇談
　　（南小）　13:25～

29 30
◎マーメイド・ピュア
　（グリーンピア森のプール）

　 　 　

　

　

　

   
              

　 　

　

　

　

　11月　 霜月(しもつき）
　編　　　集：     

　　　　　　　岩沼市教育委員会生涯学習課　　                         ℡　22－1111    内線572　

市 民 図 書 館

開館時間 火曜日～土曜日 10:00 ～19:00

日 曜 祝 日 10:00 ～17:00 

休 館 日 毎週月曜日 ２７日

毎 週 月曜日～金曜日
9:30～11:30

岩沼保育園 竹駒保育園
亀塚保育所 ほのぼの保育園
西保育所 東保育所

岩沼北保育園

毎 週 火曜日
9:30～11:00

10:00～11:00

毎 週 水曜日
9:30～11:30

チアフル保育園

ひよこ園

毎週 月曜日 水曜日 金曜日
（祝祭日を除く）

9:00～16:00 
２２－２７５４

子 育 て に 関 す る 相 談

平日 9:00～17:00
岩沼保育園

地域子育て支援センター（ひよこプラザ）
２４ー１３５８

平日 9:00～17:00

岩沼市子育て支援センター（みなみプラザ）

３６－８７６２

ある子育ていわぬま・岩沼市家庭教育支援チーム

ｉキッズ ステーション

毎週 水曜日

13:00～13:15 

FMいわぬま 77.9 MHz保育所（園）開放日

毎 週 月曜日～金曜日
9:30～11:00

相の原保育所

赤ちゃんホットライン・ママの相談

の部分は学校行事、PТA

行事、子ども会育成会行事で

す！

都合により変更・中止になる

こともありますので、ご了承

ください。

ある子育ていわぬま・岩沼市家庭教育支援チーム

◎印は登録制、（ ）は実施場所です。

問い合わせ先、時間、内容、対象等の詳細は裏面をご覧ください。

２日
★ワンデー・トーキング・パーティー

（みなみプラザ）

おはなしワゴン

このＨａｐｐｙチャイルドカレンダーはボラ

ンティアのみなさんが仕分け・配布作業を

しています。

お手伝いできる方、お子さん連れでも大

歓迎です。

いち早くお手元にＧＥＴできますよ！

作業日は子育て支援センターまでお問い

合わせください。

エイちゃんのつぶやき

秋になると、いつも思うのだけど、山の木々はなんと美し

く彩ることか。おそらく、ヒトに美しいと思われることなく、

はるか古代から伝わってきたのだろう。

おそらく、ヒトのいない時代から延々ときたのだろうから

山の木々の美しさは、ヒトの感覚を超越したものだ。

２６日

★親子ふれあい広場

（勤労者活動センター）

16 日
★こうのとりの〒屋さんカード作り

（みなみプラザ）

１９日

★ほんわか広場

（西児童センター）

２５日

★絵本のひろば (みなみプラザ）

２４日

★にこにこサロン

マタニティサロン

（みなみプラザ）

＊放課後子ども教室（のびやか教室）開催日程

各教室 14：30～16：00      

・北部のびやか教室 (金）・・・・ 6日 13日 20日
（岩小プレハブ教室）

・東部のびやか教室 (木) ・・・ 12 日 19日 26日
（玉浦小図工室）

・南部のびやか教室 (木) ・・・・ 5日 12日 19日
（南小視聴覚室・体育館）

・西部のびやか教室 (月) ・・・・ 2日 ９日 16日
（西小図工教室）

１７ 日

★まご孫サロン

（みなみプラザ）

５日
★乳幼児親子と中学生の

ふれあい遊びと子育てトーク④

（みなみプラザ）

２０日

★岩沼はじめてママの子連れスポット
耳より情報バスツアー・ランチ交流会

（みなみプラザ）

３０日

★Dear Hometown

（みなみプラザ）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

子連れスポット耳より情報バスツアー参加者募集！ 

 

申込・問合わせ先：岩沼市子育て支援センター 

３６－８７６２ 

岩沼市にお引越しされてきたばかりの方、岩沼での生活

は長いけれど、子どもを連れて出かけられる場所がよく

わからない、という方に、耳より情報をお伝えしながら、

バスで東西南北岩沼市内ぐるっとひとまわりします♪ 

ツアーのあとにはランチ交流会もありますよ！ 

＊バスツアー＊ 

・11 月 20 日（金）9：45～11：４５ 

 バスに乗って、市内の子連れスポットをご案内します☆ 

＊ランチ交流会＊ 

場所・岩沼みなみプラザ集会室（事前にお弁当の注文もできます♪） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハピチャイ　２０１５年１１月　　行事一覧表
　月　日 曜日 　　　時　　　間 行　事　名 内　　　　　容 対　　　　象 場　　所 問い合わせ先 　　備　　　考

11月2日 月 10:00～11:30 ワンデー・トーキング・パーティー 子育てについて気軽におしゃべりしましょう！ 子育て中の方どなたでも みなみプラザ みなみプラザ おやつ　マイカップ

  9:30～9:50 受付 すくすく教室 計測・離乳食のおはなし・ふれあい遊びの紹介 H27年６月生 保健センター 健康増進課

10:00～11:30 わんぱくサークル １～３歳児 東児童館 ひよこプラザ 登録制

  9:30～10:00 受付 ちびっこ相談 発達・生活習慣・食事などの相談  （計測は11:30で終了） 乳幼児を持つ親 保健センター 健康増進課

 9:45～11:30
乳幼児親子と中学生のふれあい遊びと
子育てトーク④

岩沼中学校のおにいさん・おねえさんと遊んじゃおう！
乳幼児親子
現在妊娠中の方

みなみプラザ みなみプラザ
要申込
先着順受付

10:00～11:30 みんなのごきげん広場 ふれあい遊び・かんたん製作・戸外遊びなど ０歳～未就学児とその親 岩沼保育園
ひよこプラザ
岩沼保育園

10:30～ はるかぜデー 作ってあそぼう 幼児施設に入園していない親子 岩沼はるかぜ保育園 岩沼はるかぜ保育園 電話予約　飲み物持参

10:30～11:30 おはなし会 「おひざにだっこ“ダンボの会”」よみきかせ 幼児とお母さん 市民図書館 市民図書館

11:40～12:40 マーメイド・ピュア アクアビクスレッスン どなたでも グリーンピア森のプール グリーンピア岩沼 登録制・途中可

10:00～10:30 ひよこデー 茶道教室 3歳児以上の親子　２組まで ひよこ園 ひよこ園 要予約
              

10:00～11:30 トトロサークル 2・3歳児 岩沼保育園 ひよこプラザ 登録制

11月7日 土   9:30～11:00　 チアフルデー 散歩「金蛇水神社」「七五三の参拝へ行こう！！」 幼児施設に入園していない親子 チアフル保育園 チアフル保育園 入園児以外

11月8日 日 14:00～15:00 おはなし会 「語りっこいわぬま」よみきかせ どなたでも 市民図書館 市民図書館

11月9日 月 11:40～12:40 マーメイド・ピュア アクアビクスレッスン どなたでも グリーンピア森のプール グリーンピア岩沼 登録制・途中可

10:00～11:30 にこにこⅠサークル 　 １歳児 南児童館 ひよこプラザ 登録制

10:30～12:30 えほんのへや“とんとん” 絵本を通して親子のコミュニケーションづくり どなたでも
ひなたぼっこ
　　　　ハーモニー２Ｆ

岩沼おやこ劇場

個別通知参照 3か月児健康診査 問診、指導、計測、診察 H27年７月生 保健センター 健康増進課 個別通知参照

  9:30～10:00 受付 乳幼児歯科保健講座 歯科医による講話・歯磨き指導 乳幼児を持つ親・市民 保健センター 健康増進課
託児利用は事前申込
(前日まで)

10:00～11:30 あんぱんまんサークル 　　　 1・２歳児 南児童館 ひよこプラザ 登録制

10:30～12:00
ママのおしゃべりサロン
　　　　　　「こがねのみ」

ひめトレ＆おやこビクス どなたでも
市民会館
（１Fリハーサル室）

岩沼おやこ劇場
要予約　参加費４００円
動きやすい服装　飲物

14:30～16:30 里の杜あそび場
里の杜中央公園で自由に遊ぶ
プレーリーダーとボランティアさんがいます

どなたでも 里の杜中央公園
子ども福祉課
被災者生活支援室

16:30～17:30 ラッコクラブ 親子水泳 幼児～小学校低学年までとその保護者 グリーンピア森のプール グリーンピア岩沼 登録制・途中可

10:00～11:30 エンゼルⅠサークル 0歳後期 南児童館 ひよこプラザ 登録制

10:30～ おはなし会
岩沼市民図書館主催「おはなし会」
協力団体「はなしっこ会」（絵本であそぼう）

乳幼児とその保護者 市民図書館 市民図書館

10:30～11:30 園庭開放 乳幼児親子 岩沼南こばと幼稚園 岩沼南こばと幼稚園

13:00～13:30 受付 2歳6か月児歯科健康診査 問診、指導、診察、栄養・歯の話 H25年５月生 保健センター 健康増進課

  9:30～11:00　 チアフルデー 新聞紙あそび　「ビリビリ　くしゃくしゃ　やってみよう！！」 幼児施設に入園していない親子 チアフル保育園 チアフル保育園 入園児以外

10:00～11:30 げんきっこクラブ みんなであそぼう ２・３児親子 岩沼南こばと幼稚園 岩沼南こばと幼稚園 登録制・途中可

14:00～15:00 おはなし会 「岩沼よみきかせの会」よみきかせ 幼児と小学低学年 市民図書館 市民図書館

11月16日 月 10:00～11:30 こうのとりの〒屋さんカードづくり
こうのとりの〒屋さんが赤ちゃんの生まれた家庭にお届けする
お祝いカードを手作りします（持ち帰り不可）

どなたでも みなみプラザ みなみプラザ 要申込み(前日まで)
              

10:00～11:30 おやこの広場⑦ 人形劇・秋探し(戸外あそび) 乳幼児とその保護者 南児童館 南児童館 登録制

10:00～11:30 まご孫サロン  
孫育てをしているおじいちゃん、
おばあちゃん

みなみプラザ みなみプラザ
おやつ・飲み物
マイカップ

10:30～12:30 えほんのへや“とんとん” 絵本を通して親子のコミュニケーションづくり どなたでも
ひなたぼっこ
　　　　ハーモニー２Ｆ

岩沼おやこ劇場

10:00～10:50 誕生会・かめかめデー 誕生会　ふれあいあそび 未就学児親子 亀塚保育所 亀塚保育所 2歳児クラス参加

10:00～11:30 エンゼルⅡサークル 0歳後期 勤労者活動センター ひよこプラザ 登録制

13:00～13:30 受付 １歳8か月児健康診査 問診、指導、計測、診察、栄養・歯の話 H26年３月生 保健センター 健康増進課

13:30～16:00 親子ふれあい絵本事業 親子ふれあい絵本の交付 1歳８か月児健診受診児 保健センター みなみプラザ

16:30～17:30 ラッコクラブ 親子水泳 幼児～小学校低学年までとその保護者 グリーンピア森のプール グリーンピア岩沼 登録制・途中可

10:00～11:15 ほんわか広場 お話の会＆リズム遊び♪　読み聞かせ 乳幼児とその保護者 西児童センター 西児童センター

10:00～11:30 たんぽぽサークル 2歳児 勤労者活動センター ひよこプラザ 登録制

10:00～11:30 チビッコタイム 3B体操 0歳～就学前 東児童館 東児童館 登録制　

10:30～11:30 おはなし会 「おひざにだっこ“ダンボの会”」よみきかせ 幼児とお母さん 市民図書館 市民図書館

10:30～11:30   はとぽっぽサロン ふれあい遊び　ティータイム　はとぽっぽ文庫 乳幼児と親 竹駒保育園 竹駒保育園 2歳児クラス参加

11:40～12:40 マーメイド・ピュア アクアビクスレッスン どなたでも グリーンピア森のプール グリーンピア岩沼 登録制・途中可

  9:45～13:00　
岩沼はじめてママの子連れスポット
耳より情報バスツアー・ランチ交流会

バスで市内を巡り子育て支援関係施設等の紹介・ランチ交流会 岩沼での子育てをはじめて日が浅い親子
市内をバスで移動
みなみプラザ

みなみプラザ
申込11/2～ 先着順
弁当他持ち物あり

10:00～11:30 にこにこⅡサークル １歳児 勤労者活動センター ひよこプラザ 登録制

10:30～11:00 受付 BCG接種 生後5か月～8か月児 保健センター 健康増進課

11月21日 土   9:30～11:00　 チアフルデー リトミック　「ピアノに合わせて体を動かそう」 幼児施設に入園していない親子 チアフル保育園 チアフル保育園 入園児以外

11月22日 日 10:00～16:00 里の杜一日あそび場
里の杜中央公園で自由に遊ぶ
プレーリーダーとボランティアさんがいます

どなたでも 里の杜中央公園
子ども福祉課
被災者生活支援室

10:00～11:00 あそびの集い⑦ 保育所の子どもたちと一緒にあそぼう　クラスでの活動に参加して楽しもう！ 未就学児の親子 相の原保育所 相の原保育所

10:00～11:00　 ひよこデー 空手教室 3歳児以上の親子　２組まで ひよこ園 ひよこ園 要予約
              

10:00～11:30 にこにこサロン マタニティーサロンも同時開催
０歳～未就学児とその親
妊娠している方

みなみプラザ ひよこプラザ
参加費100円
マイカップ

10:30～12:30 えほんのへや“とんとん” 絵本を通して親子のコミュニケーションづくり どなたでも
ひなたぼっこ
　　　　ハーモニー２Ｆ

岩沼おやこ劇場

10:00～11:00 絵本のひろば おはなしパフォーマンス、ポップアップ絵本（しかけ絵本）の紹介 どなたでも みなみプラザ みなみプラザ 　

14:30～16:30 里の杜あそび場
里の杜中央公園で自由に遊ぶ
プレーリーダーとボランティアさんがいます

どなたでも 里の杜中央公園
子ども福祉課
被災者生活支援室

10:00～ ぽかぽかでー＆なかよしでー リズム集会 就学前のお子さんと保護者 東保育所 東保育所

10:00～11:30 親子ふれあい広場
あそび場の提供、絵本の読み聞かせ、リズム・製作あそび、
子育て相談など

乳幼児とその家族 勤労者活動センター
みなみプラザ
ひよこプラザ

10:30～ おはなし会
岩沼市民図書館主催「おはなし会」
協力団体「ノンタンのへや」（へんしん）

乳幼児とその保護者 市民図書館 市民図書館

10:30～11:30 なかよし広場 リズム・製作あそび・読み聞かせなど 乳幼児と保護者 北児童センター 北児童センター 当日受付

13:00～13:30 受付 ３歳６か月児健康診査 問診、指導、計測、診察、栄養・歯の話、耳の検査 H24年５月生 保健センター 健康増進課

 9:15～9:30 受付 1歳からの離乳食完了期教室 歯科衛生士と栄養士のお話・試食あり
H26年10・11月生の子と親
（家族でも可）先着25組

保健センター 健康増進課 11／2(月）から要電話予約

10:00～11:30 ねんねサロン 赤ちゃんとママのためのサロン（歌あそび、ふれあいあそびなど） ねんねしている赤ちゃんとママ みなみプラザ みなみプラザ
ママの飲み物・おやつ　飲み物
バスタオル

  9:30～11:00　 チアフルデー 室内アスレチック　「元気にからだを動かそう」 幼児施設に入園していない親子 チアフル保育園 チアフル保育園 入園児以外

10:00～ パパと遊ぼう会 ０歳～未就学児とその親 岩沼保育園
ひよこプラザ
岩沼保育園

事前申込み

14:00～15:00 おはなし会 「岩沼よみきかせの会」よみきかせ 幼児と小学低学年 市民図書館 市民図書館

10:00～11:30 Dear Hometown 避難されて岩沼市にお住いの方のためのサロン（クリスマスのお楽しみ） 乳幼児親子・どなたでも みなみプラザ みなみプラザ 飲み物・おやつ・マイカップ

11:40～12:40 マーメイド・ピュア アクアビクスレッスン どなたでも グリーンピア森のプール グリーンピア岩沼 登録制・途中可

　　　　　　　　　　　　　　　　( イベントに関する問い合わせや、　サークル入会申込などは問い合わせ先にお願いします。　実施場所には連絡しないようよろしくお願いします！！)

　 ＊＊＊＊＊　問い合わせ先　＊＊＊＊＊

 　　健康増進課（22-1111内線345～349） 子ども福祉課（22-1111内線395～396)  被災者生活支援室（22-1111内線752）  保健センター（22-2754）　岩沼保育園＊地域子育て支援センター・ひよこプラザ（24-1358）  グリーンピア岩沼（25-5122）

　市民図書館（24-3131）西児童センター（22-4677）南児童館（22-3852）北児童センター（22-2857）東児童館（25-0455）亀塚保育所（23-2456） 相の原保育所（22-2536）西保育所（22-4488）　東保育所（35-7367）

　岩沼保育園（22-3087）　竹駒保育園（22-2729）　岩沼北保育園（22-2593）　チアフル保育園（25-6220）　ほのぼの保育園（29-4124）　ほのぼの病児保育室（080-3326-2083）　岩沼はるかぜ保育園（25-6670）
　

ひよこ園（25-3034） 岩沼こばと幼稚園（22-5088）　岩沼西こばと幼稚園（22-5166）　岩沼南こばと幼稚園（22-5548）  ひなたぼっこ二木（23-7631）　岩沼おやこ劇場（22-3814）
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11月5日

11月6日
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11月12日

11月14日
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11月18日
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11月28日
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11月20日

11月24日

11月25日

11月26日

11月27日
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