イベント予約申込み先：

のびすく泉中央
日

月

火

木

2

6

13

20

5

智昭氏

＜申込受付中＞

♪ 9/17 ふわりら受付開始

7

8

9

10

11

12

休館日

★そらいろのタネ ★☆ママのきもちトーク

＜２日目＞

泉区子育て応援隊

モーニングパパひろば

主任児童委員さんと一
緒に手づくりおもちゃ
で遊びましょう！

＜申込受付中＞

★子育てセミナー
講師：杉山

０才ママのための時間！おしゃべり
したり情報交換したりして仲良くな
りましょう♪対象：７～１１ヵ月まで
の親子 ※イベント中はあかちゃんひ
ろばが貸切です。

16

弘子氏

シュシュタイム
～０ままフリートーク～
（13：30～14：30／あかちゃん
ひろば） ※申込不要

17

（13：30～14：30／おひさま （9：30～10：00／３F ひろば）
ひろば）
開館を早め、パパと乳幼児向
泉中央保育園さんによ
けに施設を開放！＜対象：
る歌や手遊び♪保育士
パパとお子さん＞
の先生に育児相談もで
きます┣

14

15

休館日

つみきの森であそ ★じょさんしサロン
ぼう！ （10：45～11：45 こあらっこ
／つみきの森）

＜9/2（水）～受付＞

★ふわりら「転勤ママ ひょっこりライブ「ベビ おもちゃ病院
(13：30～15:30／ひろば前フ
あつまれ！」
ーとママの３Ｂ体操」
〈9/3(木)～受付〉

★きびたん‘ｓいずみ

☆＊はぐ＊Ｈｕｇ

＜申込受付中＞

＜直接会場へ＞

祝
22○

祝
23○

祝
21○

24
休館日

★パパといっしょ
0 ちゃん

18

３Ｂ体操でお子さ
んと触れあいまし
ょう♪対象：4 ヶ月
～１才の親子
先着１０組（当日
申込）

27

28

29

★Welcome Baby！
プレパパ･ママ教室

休館日

おはなしの森

（13：30～14：00/あかちゃん ロア) おもちゃ病院エコさん
ひろば）
に修理してもらいま
★☆ママのきもちトーク
す。当日受付のみ。先
＜申込受付中＞
着順┣

26

25
お誕生会
★☆COCOニイルいずみ
＜申込受付中＞

30

（11：00～11：30／つみき
の森）

19

（10：20 受付、10：30～11：00
／つみきの森）

主に 0～3 歳児親子向け。
紙芝居文化の会さんによ
る読み聞かせ┯

＜8/20（木）～受付＞

<9/6(日)～受付>

4

★みんなで母乳相 ♪ 9/16 こあらっこ受付開始
談〈8/20（木）～受付〉 ★☆COCOニイルいずみ

〈8/20（木）～受付〉

♪ 9/27 Welcome baby!プレ
パパ・ママ教室受付開始

土

★みんなでのびすくデ
ビュー〈8/20（木）～受付〉

★子育てセミナー
講師：足立

金

3

＜１日目＞

お問い合わせは、子
供相談支援センター
まで。
ＴＥＬ：214-8602

＜受付時間 10：00～17：00＞

水

１

┓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┛

☎

９月のイベント

９月に誕生日を迎える
未就学児と保護者。参
加費：無料（当日申込）

☆「ママのきもちトーク」
☆COCO ニイル☆はぐ＊Hug
主催：一般社団法人マザー・ウイング
こども☆はぐくみファンド助成事業

★☆ママのきもちトーク
＜申込受付中＞

★が付いているものは、予約が必要なイベントです。
じょさんしサロン こあらっこ

１６（水）
ふわりら

１７(木)

「転勤ママあつまれ！」
＜9/3(木)～受付＞

時間： 10：30～12：00 場所： 4F 活動室
内容：ママ同士でおしゃべりする時間です。今月
は転勤ママ！あつまれ～♪
対象： 今年、仙台に転勤してきた親子
参加費： 100 円 定員： 20 組

♪毎月のレギュラーイベント（要予約）♪

１（火)

みんなで母乳相談
＜8/20(木)～受付＞

時間：13：30～15：00 場所：あかちゃんひろば
内容：「みやぎ母乳育児をすすめる会」の助産師さ
んに母乳や離乳食の悩みを相談しましょう。
対象：乳幼児のママ（お子さん連れ OK）
参加費：無料 定員：8 名 ★グループ相談

３（木)

みんなでのびすくデビュー
＜8/20(木)～受付＞

時間：11：00～11：30 場所：つみきの森
内容：スタッフと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
参加費：無料
定員：10 組

８（火)

そらいろのタネ
＜8/20(木)～受付＞

時間：10：30～11：30 場所：４F 多目的室
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よう。
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：１２組

＜9/2（水）10：00～受付＞

時間：10：30～12：00 場所：４Ｆ多目的室
内容：助産師さんによるサロン。親子のふれあい遊
びやママ同士の交流で楽しくリフレッシュ！
対象：生後４ヶ月～１１か月の親子
定員：１２組
参加費：無料
持ち物：飲み物、母子手帳、バスタオル

２０（日）

パパといっしょ０ちゃん
＜8/20(木)～受付＞

時間：14：00～14：30 場所：あかちゃんひろば
内容：パパと子どものたっぷりふれあいタイム！
親子で体を使って遊んだり、パパ同士でおし
ゃべりや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：8 組

27（日)

１５(火)

*初参加の方のみ

ＷelcomeＢaby!
プレパパ･ママ教室
＜9/6(日)10:00～受付＞

時間：10：30～12：30 場所： ２Ｆ図書館大研修室
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：宮城大学看護学部教授 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：8 組
※予定は変更になる場合があります。

６（火）母乳相談、８（木）のびすくデ
ビュー、９（金）シュシュタイム、１０（土）モー
ニングパパひろば、１４（水）そらいろのタネ、
１５（木）ふわりら、１８（日）パパといっしょ、
２２（木）お誕生会、２５（日）プレパパママ教
室、２７（火）おはなしの森、
２８（水）こあらっこ

場所：のびすく泉中央４Ｆ 活動室
対象： 福島から宮城に転入してきた乳幼児親子
内容： 「福島」をキーワードに、仙台で育児をしているママ
同士、つながりましょう。
時間： 10：30～12：30 参加費: 無料 定員： 15 組
＜福島県子どもの心のケア事業＞

２(水)
25（金）

場所：のびすく泉中央

４Ｆ活動室

対象：乳幼児の保護者
内容：”わたし”のための”癒し”と"トーク”の時間です。
※全３回のプログラム
時間： 10：30～12：00 参加費： 無料
定員： 約８組 ※お子さんの同室は出来ません。
◆託児付（生後 6 ヵ月以上のお子さん）

１６(水)

場所：若林区七郷保健センター
（七郷市民センター２Ｆ）

内容： 乳幼児親子向けの「子育てひろば」です。時間
内は自由に過ごせます。子育てのこと、ママのこ
とについての相談もできます。
時間： 10：30～12：00
参加費： 無料
共催 ： 若林区家庭健康課
<主催：一般社団法人マザー・ウイング、のびすく泉中央>
こども☆はぐくみファンド助成事業

編集後記
９月はお月見。お月見団子を作り三方
に乗せ、すすきも準備。お月さまが見え
ても見えなくても、少しワクワク。
今年の中秋の名月は 9 月 27 日、夜空を見
上げてみよう！(つっきー)

