
 

 

 
 

 

1.  

日 月 火 水 木 金 土 
 
 

 
 
 

 
 

  1〈申込 9/20 (月)～〉 

★◎ みんなでのび

すくデビュー 
 
 

 

2 
 

 

3〈申込 9/20(月)～〉 
★オンライン個別相談 

 

 

 

4 
休館日 
 

5 
 

6 〈申込受付中〉 

★きびたん‘S 
(福島出身親子のサロン) 

(詳細はお問合せください ) 

 

7〈申込 9/20 (月)～〉 

★オンライン   

育ちの楽校 

「歯科衛生士さん

に聞いてみよう！」 
 

8〈申込 9/20(月)～〉 

★ママのきもちトーク 

 
 

 

9 

 
 

 

10 11 
休館日 
 

12〈申込 9/23(木)～〉 
★そらいろのタネ 

 

13〈申込 9/20(月)～〉

★オンライン 

０歳児タイム 

～ころころ mini～ 

 

14 
 

15 
 

16 

17 
 

18 
休館日 
 

19 20〈申込 10/6(水)～〉 
★オンライン 

せんだい  

助産師サロン     

「こあらっこ」 

 

21〈申込 10/7(木)～〉 

★くるとこ いずみ 
(詳細はお問合せください ) 

 

〈申込 10/6(水)～〉 
★◎ 親子de 0.1.2♪ 

（14：00～14：15/  

つみきの森） 

22〈申込 10/1(金)～〉 

★ママのきもちトーク 

 
〈申込 9/20(月)～〉 
★オンライン個別相談 
 

23 
 

24〈申込 10/10(日)～〉 

★Welcome Baby! 

プレパパ・ママ教室 

31〈申込 10/8(金)～〉 

★◎ パパといっし

ょ ０ちゃん 

 

25 
休館日 
 

26〈申込 9/20(月)～〉 
★◎おはなしの森 

（11：00～11：20/   

つみきの森） 
 

27 

 

28〈申込 10/7(木)～〉 

★◎ お誕生会 
（11：00～11：15/  

つみきの森） 

 
29〈申込 10/8(金)～〉 

★ママのきもちトーク 

 
30 

◎ハロウィン WEEK♪ 10/27～10/31 

“フォトコーナーと簡単工作で楽しもう！” 

開催日：10/3（日）、22（金）  
時間：①14：00～  ②15：00～ 
内容：NoKoCo 子育てコーディネーターへのオ

ンライン相談、子どもや自分の話し、子
育て情報などいっしょに話しましょ
う！。 

対象：乳幼児親子  
定員：各回 1名（各回 30分程度） 
 

オンライン個別相談 
 ＜申込 9/20（月）～＞ 

 

オンライン せんだい助産師サロン 
「こあらっこ」 

＜申込 10/6(水)～＞ 20(水） 
 時間：10:30～11：30 
内容：ふれあい遊びとママ同士や助産師さ

んとのおしゃべり  
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） 

定員：4組 

時間:10:30～12:00 場所：2F 大研修室  
内容：沐浴の仕方や夫婦一緒に子育てする

お話など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 
定員：6 組 
 

Ｗelcome Ｂaby!プレパパ･ママ教室 
＜申込 10/10（日）～＞ 

 

24(日） 

 

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 
定員：4組 協力：仙台市サンホーム 

そらいろのタネ 
＜申込 9/23（木）～＞ 12(火) 

オンライン ０歳児タイム 

     ～ころころmini～ 

＜申込 9/20(月)～＞ 

 時間：14：00～14：30   
内容：ふれあい遊びや、ママ同士のおしゃべり♪ 
対象：生後 2 か月～6 か月の乳幼児親子 
  （※初参加の方）    定員：4組 
協力：仙台市長命ヶ丘保育所 

13 (水) 
みんなでのびすくデビュー 

＜申込 9/20(月)～＞ 

 時間：11:00～11:30  場所：つみきの森 
内容：のびすく先輩ママが館内をご案内します。 
対象：初めて、または、のびすく初心者の親子 
定員：4組 

1（金) 

内容：10 月生まれのお子さ
んのお誕生会♪ 

対象：10 月生まれの乳幼児
親子 定員：8 組 

内容：泉図書館さんによる絵本の
読み聞かせ♪ 

対象：乳幼児親子 定員：6 組 

『イベントの申込について』 

♪各種イベント（対面・オンライン）のご案内♪ 

〈編集後記〉 
9月に入りずいぶん涼しくなりましたね～。雨が降るとうっすら寒く感じるほど…。勢いで

「今夜はお鍋にしよー♪」ちょっと早めの鍋シーズン到来でした(^O^)／ 

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 

 

☆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◇ 「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＞ ①10：00～12：30 ②13：30～16：00 ☆詳しくは表面をご覧ください。 

①のびすくのホームページ内の「のびすく泉中央」
の「イベントカレンダー」をクリックします。 

②「イベントカレンダー」内の申込みたいイベン 
ト名をクリックするとイベントの詳細が出て
きます。 

③オンライン開催イベントは、詳細の下に記載の
URLをクリックすると、専用の申請フォームが
出てくるので、そちらからお申込みをお願いし
ます。（仙台市 HPを経由して入ります） 

内容：ふれあい遊びや手遊びの時間♪  
対象：0～2 歳児の乳幼児親子 
定員：6 組 

コロナ禍で孤立する 
ママのためのサロン 

※要申し込み 

 

7(木) 

オンライン 

開催日：10/8（金）、22（金）、29（金） 
時間：10：30～12：00  場所：4F 活動室 
内容：ママ同士のグループトーク。 
対象：乳幼児のママ 定員：4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。(要予約) 

ママのきもちトーク 
10/8 ＜申込 9/20（月）～＞ 
10/22＜申込 10/1（金）～＞ 
10/29＜申込 10/8（金）～＞ 

 パパといっしょ ０ちゃん 

＜申込 10/8(金)～＞ 

 時間：14：00～14：30 場所：あかちゃんひろば 
内容：パパと赤ちゃんのふれあいタイム！親子

でふれあい遊びを体験。パパ同士で情
報交換も行います。 

対象：生後 2か月～11か月までのお子さんとパパ 
定員：4 組 

31(日) 

時間：10：30～11：30  内容：表面参照 

対象：乳幼児親子  定員：4組 

オンライン 育ちの楽校 
「歯科衛生士さんに 

聞いてみよう！」 

＜申込 9/20(月)～＞ 


