イベント予約申込み先：

のびすく泉中央
日

月

１０月のイベント
火

はぐ＊Ｈｕｇ七郷・若林
についてはお問い合
わせください。

2

5

3

＜受付時間 10：00～17：00＞

水

「ママのきもちトーク」「COCO ニイル」は事前申し込みが必要
です。詳しくはお問い合わせください。
☆主催：一般社団法人マザー・ウイング

4

┓イベントの予約は

☎022-772-7341電話または直接、参加者
ご本人がお申し込みください┛
木

金

土
1
♪10/15保育園ガイダンス受付
開始

6

7

8

★みんなで母乳相談 ★みんなでのびすく
〈9/22（木）～受付〉
デビュー

休館日

モーニングパパひろ
ば （9：30～10：00／３F

＜9/22（木）～受付＞

★ お はよ う シ ア タ ー
〈9/22（木）～受付〉
※詳細は表面にて

9

祝
10○

★エコパパカフェ

＜申込受付中＞

☆はぐ＊Ｈｕｇ若林

＜若林市民センター＞
♪10/26こあらっこ受付開始 ♪10/20 育ちの楽校受付開始

♪10/13そらいろのタネ受付
〈対象：パパとお子さん〉
開始
♪10/28 保育相談受付開始

11

12

14

13

休館日

♪10/30 Welcome baby!プレ
パパ・ママ教室受付開始

15

★ そ ら い ろ の タ ネ ひょっこりライブ「お母 ★保育園ガイダンス
〈10/7（金）～受付〉

17

開館を早め、パパと
乳幼児向けに施設を
開放！

☆★ママのきもちトーク

♪10/19 ふわりら受付開始

〈申込受付中〉

16

ひろば）

２～３歳児向けのスペシ
ャルタイム！※2～3 歳児

☆★ きびたん‘ｓ

以外のお子さんもひろばで
過ごしていただけます。

☆★ママのきもちトーク

18

＜申込受付中＞

さんの声でひろがる絵 〈10/1（土）～受付〉
本の世界 」 （11：00～11：
30/３F ひろば）

＜9/22(木)～受付＞

19

20

21

22

★パパといっしょ 0 ち 休館日 ～２・３才児タイム～ ま ★ふわりら「１才マ ★育ちの楽校「がん シュシュタイム
め っ ち ょ （ 14 ： 00 ～ 15 ： マあつまれ！」
～０ままフリートーク～
ゃ ん 〈 9/22( 木 ) ～ 受
ばらない子育て」
00/おひさまひろば）

付〉

〈10/4（火）～受付〉

☆★ママのきもちトーク

24

25

26

休館日 おはなしの森（11：00～ ★じょさんしサロン
11：30／つみきの森）
こあらっこ
☆★ママのきもちトーク ＜10/5（水）～受付＞
＜10/4(火)～受付＞

30

31

★Welcome Baby！
プレパパ･ママ教室

休館日

27

28

〈10/6（木）～受付〉
＜七郷保健センター＞

＜申込受付中＞

23

☆はぐ＊Ｈｕｇ七郷

（13：30～14：30／あかち
ゃんひろば）
※申込不要

主に 0～3 歳児親子向
け。泉図書館さんによ
る読み聞かせ┯

パパとあそぼう！
（11：00～11：15/おひさま
ひろば）

29

映画館のような
大きなスクリーン
でアニメーション
を上映します♪

お誕生会（10：20 受付、 ★保育サービス相談 のびすくシアター
10：30～11：00/つみきの 員さんに聞いてみよ （11：00～11：30／４F ホー
森）
う！〈10/8(土)～受付〉 ル） 協力：泉図書館
１０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）

10/21 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。

<10/9(日)～受付>

★が付いているものは、予約が必要なイベントです。

１５(土)

保育園ガイダンス
＜10/1（土）～受付＞

時間：10：30～12：00 場所： 4F 活動室
内容：育休ママ、保育園について不安に思ってい
ることなどをお話しませんか？先輩ママの
参加と保育所情報も。ご夫婦でどうぞ！
対象：育児休業中のママ・パパ 定員：20 組
参加費：無料
持ち物：マイカップ

１９(水)

ふわりら
「１才ママあつまれ！」
＜10/4(火)～受付＞

時間： 10：30～11：30 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
１才ママ！あつまれ～♪
対象：１才児の親子/参加費：無料/定員：20 組
育ちの楽校

２０(木)

「がんばらない子育て」
＜10/6(木)～受付＞

時間：10：30～12：00 場所：4F 活動室
内容：「子育てがつらい」「思うようにならないことば
かりでイライラする」…そんな気持ちをひとりで
抱え込まないで。一緒に学び、話しませんか。
講師：キャプネットみやぎ事務局長 鈴木俊博さん
対象：乳幼児の保護者
参加費：無料
定員：14 名（お子さん連れでの参加はできません。
生後 5 か月までは同室可） ※先着順
託児：お子さん 1 名につき 500 円
（生後６か月以上）

「保育サービス相談員さんに
聞いてみよう！」
28(金)
＜10/8(土)～受付＞

時間：13：00～15：00
場所：３F 相談室
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 松浦さん
対象：乳幼児の保護者（お子さん連れＯＫ）
参加費：無料 定員：６名（１人２０分程度）
①１３：００～ ②１３：２０～ ③１３：４０～
④１４：００～ ⑤１４：２０～ ⑥１４：４０～
＊各回１名ずつです。（個別相談）

♪毎月のレギュラーイベント（要予約）♪

５（水)

みんなで母乳相談
＜9/22(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出来ます。
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

６(木)

みんなでのびすくデビュー
＜9/22(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

13（木)

そらいろのタネ
＜10/7(金)～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

16（日）

パパといっしょ０ちゃん
＜9/22(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

じょさんしサロン こあらっこ

26（水）

＜10/5（水）10：00～受付＞
*初参加の方のみ

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：０才児親子
定員：１２組
参加費：無料
持ち物：飲み物、母子手帳、バスタオル

30（日)

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

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：12 組

