
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 
 

 

  

 

 

 
 

1〈申込受付中〉 
★そらいろのタネ 

（発達が気になっている

親子のサロン） 

 

 

2〈申込受付中〉 

★ママのきもちトーク 

 
♪ 10/20「０歳児タイム～

ころころ mini～」申込受

付開始 

3 
♪ 10/31「きびたん‘S ス

ペシャル」申込受付開始 

4 
♪ 10/18 「Welcome baby!

プレパパ・ママ教室」 

申込受付開始 

 

5 
休館日 
 

6〈申込 9/26 (土)～〉 

★◎保育サービス相

談員さんに聞いてみ

よう! 
 

7 
★ポジティブ・ディシ

プリン（18Ｈ版③） 

8 
♪ 10/27 「おはなしの森」  

申込受付開始 

9〈申込受付中〉 

★きびたん‘ｓ 
(福島出身親子のサロン) 
♪ 10/25 「パパといっしょ

０ちゃん」 申込受付開始 

10 
 

11 
 

12 
休館日 
 

13 
 
 
 
 

14〈申込 9/30(水)～〉 
★◎せんだい助産師サ

ロン「こあらっこ」（個

別相談） 

★ポジティブ・ディシ

プリン（18Ｈ版④） 

15 

 

16〈申込 9/25(金)～〉 

★ママのきもちトーク 

 

 
 

17 

18〈申込 10/4(日)～〉 

★Welcome Baby! 

プレパパ・ママ教室 

 

19 
休館日 
 

20〈申込 10/2(金)～〉

★◎ ０歳児タイム

～ころころ mini～ 

（13：30～14：00/ふ

れあいひろば） 

 

21 
★ポジティブ・ディシ

プリン（18Ｈ版⑤） 
 
 

22 

 

23 
◎泉区子育て応援隊
（14：30～15：00/つ

みきの森） 
 

24 

25〈申込 10/9(金)～〉 

★◎パパといっしょ 

０ちゃん 

 

26 
休館日 
 

27〈申込 10/8(木)～ 

/予約制 10 組〉 

★◎おはなしの森 
（11：00～11：20/ 

つみきの森） 

28 
★ポジティブ・ディシ

プリン（18Ｈ版⑥） 
 

29 
 

30〈申込 10/9(金)～〉 

★ママのきもちトーク 

 
 

31〈申込 10/3(土)～〉

★きびたん‘ｓスペ

シャル「ストリートオル

ガン＆パフォーマンス」 

時間:10:30～12:30   
場所：２F 大研修室 
内容：パパの妊婦体験や沐浴体験、子育ての 

お話など役に立つ内容が盛りだくさん！  
講師：宮城大学看護学群教授 助産師  

塩野悦子先生 
対象：第 1 子妊娠中のプレパパ・ママ 
参加費：無料  定員：6 組 

18(日) 

Ｗelcome Ｂaby! 
    プレパパ･ママ教室 

＜申込 10/4(日)～＞ 

 

☆ひろば利用予約 

☆イベント申込み先 ☎
＜受付時間 10：00～17：00＞ ◇イベントの予約は、電話または

直接、参加者ご本人がお申し込
みください◇ 

時間：10：30～11：30  場所：4F 活動室 
内容：お子さんをそばで遊ばせながら、ママ同

士、普段気になっていることをおしゃべり
しましょう。 

対象：お子さんの発達が気になっている親子 
参加費：無料  定員：6 組 
協力：仙台市サンホーム・なのはなホーム 

そらいろのタネ 
＜申込受付中＞ 時間：14：10～15：50 

場所：あかちゃんひろば 
内容：子どもの預け先の情報が欲しい・・・申し

込みの方法は？・・・など、保育サービス
に関して相談をすることができます。 

講師：泉区家庭健康課 保育サービス相談員 

対象：乳幼児の保護者（お子さん連れＯＫ） 
参加費：無料 定員：4名（１人 20分程度） 
①14:10～ ②14:35～ ③15:00～  
④15:30～ ＊各回１名ずつです。 

保育サービス相談員さん 
に聞いてみよう！ 

  ＜申込 9/26(土)～＞ 

 

6(火) 個別相談 

『イベントの申込について』 イベント参加希望の方は、予約が必要になります。申込日を確認の上、ご予約をお願いします。 

< マークの見方 >   ★：イベントの予約をお願いします  ◎：ひろばの予約をお願いします 
 

パパといっしょ ０ちゃん 

＜申込 10/9(金)～＞ 

 時間：14：30～15：00  
場所：おひさまひろば 
内容：パパと赤ちゃんのたっぷりふれあいタイム！

親子でふれあい遊びやわらべ歌を体験。 
   パパ同士で情報交換も行います。 
対象：0歳児のパパとお子さん 
参加費：無料  定員：5組 

25(日) 

開催日：10/2（金）、16（金）、30（金） 
時間：10：30～12：00  場所：4F 活動室 
内容：イライラしてしまって子育てがつらい。

そんな気持ちをグループで話したり聴
いたりできるママのための時間です。 

対象：乳幼児のママ 定員：6 名（お子さん 
連れでの参加はできません。） 

託児：生後 6 か月～ 託児代：無料 
☆事前面談が必要です。お電話にてお問い 
合わせ下さい。(要予約) 

ママのきもちトーク 

＜開催日の３週間前より申込＞ 

せんだい助産師サロン 

「こあらっこ」 
＜申込 9/30(水)～＞ 14(水） 

 時間：①10：30～10：50 ②11：00～11：20 
   ③11：30～11：50  
場所：あかちゃんひろば 
内容：育児の不安や悩みを助産師さんに相談

してみませんか？  
対象： 仙台市内にお住まいの生後 2 か月～ 
   4か月までの乳幼児親子 
   ※初参加の方のみ 
参加費：無料  定員：各回 2 組ずつ 
持ち物：バスタオル・母子手帳 

個別相談 
♪各種イベントのご案内♪ 

ここ数年、高級食パンブームですよね。 
ずっと気になっていたのですが、とうとう 
我が家にもやってきました。ずっしりとした重
みに家族全員ドキドキ…！！ぜいたくに、分厚
く切ったものの、美味しくてペロリと完食♪ 
また食べたいなぁと思いつつ、値段を見て…

毎日は食べられないなぁ…とひとときのぜいた
くに感謝をしました。  （おみそしる） 

長命ヶ丘保育
所さんによる
歌や手遊び♪ 

「10 月のイベント」 
のびすく泉中央 

●当面の間、ひろば利用の制限をしながら開館します。 ●ひろば利用は事前予約制となります。 

＜ひろば利用時間について＞ ①10：00～12：00 ②14：00～16：00 ☆詳しくは表面をご覧ください。 

きびたん‘ｓスペシャル 
親子で楽しもう「ストリートオルガン

＆パフォーマンス」 
＜申込 10/3(土)～＞ 

 
時間：10：30～11：00  
場所：4Ｆ ホール  
内容:「オルゴールの熊さん」によるストリート

オルガン＆パフォーマンスを親子でい
っしょに楽しみましょう！ 

対象：福島をふるさとに持つ乳幼児親子、 
   仙台市に在住の乳幼児親子  
参加費：無料  定員：30組 

31(土) 

泉図書館さんによる読み聞かせ┯ 

1(木) 

０歳児タイム～ころころmini～ 

＜申込 10/2(金)～＞ 

 時間：13：30～14：00  
場所：ふれあいひろば 
内容：ふれあい遊びや、ママ同士のおしゃべり♪ 
対象：0か月～６か月の乳幼児親子  
参加費：無料  定員：6 組 

20(火) 

◎お誕生 WEEK♪ 

 10/13～10/18 

☆ 10 月生まれのお子さんに、バースデーカードをプレゼントし

ます♪お祝いのフォトコーナーもあり、記念撮影ができます♪ 

☆ 対象：10 月に誕生日を迎える未就学のお子さん♪ 

『お誕生 WEEK♪』 10/13（火）～10/18（日） 
 

～編集後記～ 


