
 

  

2021年

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

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

日 月 火 水 木  金 土

1 2
★すくすく教室（保健センター）
★FMいわぬま
　   「ｉキッズステーション」

・玉浦小 わかまつ祭り
・玉浦中 防災安全の日

・只野文哉理科作品展（～12日）
        (市民図書館まちかどギャラリー）

3 4 5 6 7 8 9
★レイモニ（J'sキッズ） ★オーピオ！（J'sキッズ）  ★３か月児健康診査（保健センター） ★おはなし会 （市民図書館）

      「おひざにだっこ ダンボの会」
★子育て支援講座「Let’ｓキットパス」
　　（J'sキッズ）
★FMいわぬま
　   「ｉキッズステーション」

・玉浦小 5年生校外学習 ・北中 1年生防災学習 ・玉浦中 1年生福祉体験学習 ・玉浦小 就学時健診

10 11 12 13 14 15 16
★おはなし会
　　「民話の会・語りっこいわぬま」
　　（市民図書館）

★マ～ハナ✿（J'sキッズ）  ★３か月児健康診査（保健センター） ★おはなし会　市民図書館主催
       「ミニおはなし会」
       （市民図書館）
★２歳６か月児歯科健康診査
       （保健センター）

★PM倶楽部（J'sキッズ）
★FMいわぬま
　   「ｉキッズステーション」

★交流サロン
　  （はるかぜこども園）
◎げんきっこクラブ
     （岩沼南こばと幼稚園）

・岩小 2年生校外学習
　　（みちのく湖畔公園）
・南小 防災学習の日

・岩小 1年生校外学習
　　（八木山動物園）
・西小 図書まつり（～31日）

・岩中    生徒会役員改選
・玉浦中 生徒会役員改選

17 18 19 20 21 22 23
★亀日和＆テラスｄｅ企画！
　　（J'sキッズ）

★親子ふれあい絵本事業
      （保健センター）
★1歳８か月児健康診査
      （保健センター）

★ちびっこ相談（保健センター）
★おはなし会   （市民図書館）
     「おひざにだっこ ダンボの会」

★FMいわぬま
　   「ｉキッズステーション」

・南小 避難訓練 ・岩小 避難訓練
・南小 3年生校外学習
　　（うみの杜水族館）
・玉浦中 2年生福祉講演会・体験学習

・西小 就学時健診
・玉浦中 1年生福祉講演会

・南小 1年生里山体験学習
　　（グリーンピア岩沼）
・西中 体育祭

・西小 PTA親子奉仕活動

24 25 26 27 28 29 30
★BCG接種（保健センター） ★カマリィ（J'sキッズ）

★おはなし会　市民図書館主催
       「ミニおはなし会」
       （市民図書館）
★３歳6ヶ月児健康診査
     （保健センター）

★FMいわぬま
　   「ｉキッズステーション」

・玉浦小 防災週間（～11/2） ・岩小 1年生里山体験学習
　　（グリーンピア岩沼）
・玉浦小 持久走記録会
・岩中 1年生環境学習
・岩中 2年生仙台自主研修
・岩中 3年生薬物乱用防止教室
・西中 二者面談期間（～11/25）

・玉浦小 1年生里山体験学習
　　（グリーンピア岩沼）

・玉浦小 防災安全週間
・玉浦中 運動会

・玉浦小 避難訓練
・西中 生徒会役員改選
・北中 3年生スポーツ大会
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10月神無月（かんなづき）
  編　　　  集：     

◎印は登録制、★印は原則自由参加、（ ）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。

毎 週 月曜日 水曜日 金曜日
（祝祭日を除く）

9:00～16:00 
保健センター

２２－２７５４

ｉキッズ ステーション

毎 週 金曜日

9:15～9:30

FMいわぬま 77.9 MHz

赤ちゃんホットライン・ママの相談 子 育 て に 関 す る 相 談

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

平 日 9:00～17:00
東子育て支援センター

３５－７７６７

平 日 9:00～17:00
J'sキッズ子育て支援センター

３６－９８５３

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（水）

保育所（園）開放日

※10月の保育所（園）開放日はありません。

乳幼児向け行事、学校行事、PTA行事、子ども会育成会行事、

予防接種、健診等は都合により変更・中止になることもありま

すので、ご了承ください。
の部分は学校行事、PТA行事、

子ども会育成会行事です！

９月１３日から９月３０日まで宮城県で「まん延防止等重

点措置」が適用されております。皆様も気をつけてお過ごし

下さい。

子育て支援センター、東子育て支援センター、J'sキッズ子

育て支援センターでは、３密を避け、マスク着用、検温、手

指消毒、遊具消毒、換気等も持続して行いつつ、地域の感染

状況に留意しながら可能な子育て支援事業を推進してまいり

ます。皆様のお越しをお待ちしています。

＊利用時間、事業内容などについては、ホームページや

「いわぬまｉキッズアプリ（母子モ）」でお知らせします。

＊子育て支援センターからのお知らせ＊

10月からの開館時間 平日９時～１６時

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。

ある子育ていわぬま・岩沼市家庭教育支援チームある子育ていわぬま・岩沼市家庭教育支援チーム

7日
★しんたいそくday(～8日）

（東子育て支援センター）

1日
★よちよちくらぶ

(みなみプラザ）

★ハロウィンフォトスポット（～29日）

（みなみプラザ）

22日
★ねんねサロン

（みなみプラザ）

28日
★おはなしたまてばこ

（東子育て支援センター）

ヒデのつぶやき

我が家にはエアコンが１台しかありません。リビングに１台

あるだけ・・・。今年の夏は特に暑くて大変でした。

「熱帯夜」というやつですね。みんなで検討を重ねた結果、暑

い日は４人家族がリビングでざこ寝をしました。２人の子ども

たちがまだ幼いころは、よく家族で一緒に寝ていました。今で

は高校1年生と小学６年生になった子どもたち。体が大きく

なって狭い・・・そして寝相もワルイ。とても大変でした！で

も、なんかうれしかったなぁ。

29日
★お散歩会

（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 14：30～16：30

★北部のびやか教室（金） 1日・8日・15日・22日・29日

（岩小 プレハブ教室）

★西部のびやか教室（水） 6日・13日・20日・27日

（西小 図工室・音楽室）

★東部のびやか教室（木） 14日・28日

（玉浦小 1F東少人数教室(図工室)）

★南部のびやか教室（木） 7日・14日・21日・28日

（南小 会議室・視聴覚室）

27日
★おはなしキャラバン

（みなみプラザ）

5日

★子育て支援講座「おうちでネイル」

(東子育て支援センター）

13日
★あかちゃんルームwith 小さな世界

（東子育て支援センター）

18日
★やる気スイッチ！（～19日）

（東子育て支援センター）

★ハロウィン工作Week （～20日）

（みなみプラザ）

★ちびっこそくていWeek （～22日）

（みなみプラザ）

14日
★てくてくくらぶ

（みなみプラザ）

21日
★親子ふれあい広場

（みなみプラザ）

★オータムフェスティバル（～22日）

（東子育て支援センター）

26日
★ぺんぎんランド

（東子育て支援センター）

★子育て講座「ブレーメンの音楽会」

（みなみプラザ）



オータムフェスティバル 開催！ 

日時：１０月２１日（木）・２２日（金） ２日間 

時間：１０時～１１時半 

場所：東子育て支援センター 

対象：岩沼在住の乳幼児親子 

バルーンアートや 

お楽しみが 

たくさんあるよ 

 

 

東子育て支援センター ３５－７７６７ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩沼市子育て支援センター  

℡３６―８７６２ 

☆映えアート・ハッピーハロウィン☆    

 

 

 

日 時：10 月１日（金）～２９日（金） 

時 間：平日 1１時～１２時 

場 所：子育て支援センター 相談室 

対 象：岩沼在住の乳幼児親子 

※お部屋は一組ずつの入場でお願いします。 

 

 

 

かわいいハロウィンの

飾りをバックに、写真

撮影ができます♪ 

 

　月　日 曜日 　　　時　　　間 行　事　名 内　　　　　容 対　　　　象 場　　所 問い合わせ先 　　備　　　考

  9:20～9:40    受付 すくすく教室 計測・離乳食のお話・ふれあい遊びの紹介 R3. 4月生・5月生 保健センター 健康増進課

10:00～11:30 よちよちくらぶ 子育てについて気軽におしゃべりしましょう！ 市内在住の乳幼児親子 みなみプラザ みなみプラザ お子さんの飲み物　事前申込、先着７組（1週間前から申込開始）

11:00～12:00 ハロウィンフォトスポット かわいいハロウィン飾りをバックに写真撮影ができます。（～29日） 市内在住の乳幼児親子 みなみプラザ みなみプラザ お部屋は一組ずつの入場でお願いします。

10月4日 月 10:00～11:30 レイモニ 同年代のママ、パパが集まって気軽にトーキング！ 市内在住の乳幼児を子育て中のかた（３５歳以上） J'sキッズ J'sキッズ 直接来館・先着6組

10:00～11:00 子育て支援講座「おうちでネイル」
大好評につき、第二弾開催！子育て中の手のお手入れやネイルのコツを聞いて
みませんか？

市内在住の乳幼児親子 東子育て支援センター 東子育て支援センター 事前申込、先着７組（１週間前から申込開始）

10:00～11:30 オーピオ！ 同年代のママ、パパが集まって気軽にトーキング！ 市内在住の乳幼児を子育て中のかた（３５歳未満） J'sキッズ J'sキッズ 直接来館・先着6組

10月6日 水 個別通知参照 3か月児健康診査 計測、問診、診察 R3. 6月生 保健センター 健康増進課

10:00～11:30 しんたいそくday ねんねのあかちゃんから大人まで測定できます。（～8日） 市内在住の乳幼児親子 東子育て支援センター 東子育て支援センター 手作り計測表をお渡しします。

10:30～11:00 おはなし会 「おひざにだっこ ダンボの会」よみきかせ会 幼児とお母さん 市民図書館 市民図書館

10月8日 金
①10:00～10:30
②10:40～11:10
③11:20～11:50

子育て支援講座「Let’ｓ！キットパス」 キットパスを使って、親子で手型足型アート♪ 市内在住の乳幼児を子育て中のかた J'sキッズ J'sキッズ 事前申込・各４組限定、参加費100円（10/1～申込開始）

10月10日 日 14:00～14:30 おはなし会 「民話の会 語りっこいわぬま」おはなし会 興味のある方 市民図書館 市民図書館

10月12日 火 10:00～11:30 マ～ハナ✿ おしゃべりしながらホッと一息つける時間を過ごしましょう★
市内在住で乳幼児の多胎児を育てているかた、
多胎児を妊娠中のかた

J'sキッズ J'sキッズ 直接来館・先着４組

10:00～11:00 あかちゃんルーム with小さな世界
ハイハイ前のあかちゃんのためのゆったりサロンです。
With仕掛け絵本の世界にふれてみよう！

市内在住のハイハイ前の赤ちゃんと家族 東子育て支援センター 東子育て支援センター バスタオル、飲み物　直接来館・先着7組

個別通知参照 3か月児健康診査 計測、問診、診察 R3.５月生 保健センター 健康増進課

10:00～11:30 てくてくくらぶ
登録制の大きい子どものママ向けクラブです。
月１回集まり、子育てについて気軽にトーキングしましょう！

市内在住の乳幼児親子・大きな遊びができる幼児 みなみプラザ みなみプラザ お子さんの飲み物　１6組（登録制）

10:30～10:45 おはなし会 市民図書館主催ミニおはなし会 乳幼児と保護者 市民図書館 市民図書館

個別通知参照 2歳6か月児歯科健康診査 問診、計測、診察、栄養・歯のお話 H31.4月生 保健センター 健康増進課

10月15日 金 15:00～16:00 ＰＭ倶楽部 幼稚園帰りに支援センターに寄り道しちゃおう♪ 市内在住の子育て中のかた J'sキッズ J'sキッズ 直接来館・先着6組

10:00～11:00 交流サロン 子育てトーク（情報交換）＆手作りおもちゃ第２弾 市内在住の子育て中の方 岩沼はるかぜこども園保育室 岩沼はるかぜこども園 事前申込、先着５組まで

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

10:00～11:30 やる気スイッチ！ 身近な材料でわくわくするものを作ろう！（～19日） 市内在住の乳幼児親子 東子育て支援センター 東子育て支援センター

10:30～11:30 ハロウィン工作Ｗｅｅｋ ハロウィン変身マントを作ります。(～20日） 市内在住の乳幼児親子 みなみプラザ みなみプラザ

10:30～11:30 ちびっこそくていＷｅｅｋ
子育て支援センター中央カウンター前でお子さんの成長を計測できます。
オリジナルの発育表に記録します。（～22日）

市内在住の乳幼児親子 みなみプラザ みなみプラザ 午後は随時計測します。

10月19日 火 10:00～11:30 亀日和＆テラスｄｅ企画！ 施設全体を使って、''非日常”の時間を満喫しましょう★ 市内在住の子育て中のかた J'sキッズ J'sキッズ 直接来館・先着6組

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

個別通知参照 1歳8か月児健康診査 問診、計測、診察、栄養・歯のお話 R2.2月生 保健センター 健康増進課

  9:30～11:30
（相談は10:00まで受付）

ちびっこ相談 自由計測・発達や発育・生活習慣、食事などの相談 乳幼児を持つ親 保健センター 健康増進課

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 市内在住の乳幼児親子 みなみプラザ
みなみプラザ
J'sキッズ 事前申込、先着15組（１週間前から申込開始）

10:00～11:30 オータムフェスティバル ハロウィンの雰囲気いっぱいの館内に遊びにきてください★（～22日） 市内在住の乳幼児親子 東子育て支援センター 東子育て支援センター

10:30～11:00 おはなし会 「おひざにだっこ ダンボの会」よみきかせ会 幼児とお母さん 市民図書館 市民図書館

10月22日 金 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・ベビーマッサージなど) 市内在住の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
J'sキッズ バスタオル　事前申込、先着７組（１週間前から申込開始）

10:00～11:00 ぺんぎんランド 子育て中の親同士がテーマにそってトーキング！ 市内在住の乳幼児親子 東子育て支援センター 東子育て支援センター 直接来館・先着7組

10:30～11:00  受付 BCG接種 結核の予防接種（集団接種） 5～8か月児 保健センター 健康増進課 持ち物：母子手帳・予診票【予約不要】

10:30～11:30 子育て講座「ブレーメンの音楽会」 吹奏楽団「ブレーメンの音楽隊」さんによる秋のミニ演奏会を行います♫ 市内在住の乳幼児親子 みなみプラザ みなみプラザ 事前申込、先着12組（３週間前から申込開始）

10月27日 水 10:30～11:15 おはなしキャラバン
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

市内在住の乳幼児親子 みなみプラザ みなみプラザ 事前申込、先着15組（１週間前から申込開始）

10:00～11:30 カマリィ 子どもの発達についての不安や悩みをお話ししましょう！ 市内在住の子育て中のかた J'sキッズ J'sキッズ 直接来館・先着6組

10:30～10:45 おはなし会 市民図書館主催ミニおはなし会 乳幼児と保護者 市民図書館 市民図書館

10:30～11:00 おはなしたまてばこ 地域のボランティアさんが楽しいお話しの世界にご招待♪ 市内在住の乳幼児親子 東子育て支援センター 東子育て支援センター

個別通知参照 3歳6か月児健康診査 問診、計測、診察、栄養・歯のお話、耳・目の検査 H30.4月生 保健センター 健康増進課

10月29日 金 10:30～11:30 お散歩会 お散歩がてら近くの公園にみんなで遊びに行きます。 市内在住の乳幼児親子 みなみプラザ みなみプラザ 当日先着5組・雨天時中止

ハピチャイ　2021年10月　　行事一覧表

 ＊＊＊＊＊　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)　政策企画課（内線528）  保健センター（22-2754）  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）  相の原保育所（22-2536） 西保育所（22-4488） 東保育所（35-7367） 東子育て支援センター（35-7767)　J's保育園岩沼(36-9852） J'sキッズ地域子育て支援センター(36-9853）

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

木

10月16日 土

10月18日

10月21日 木

10月26日 火

( 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！！) 

10月1日 金

10月5日 火

10月7日 木

10月13日 水

10月14日

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）

10月28日 木

月

10月20日 水

 

 


