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2月
なかよし園（千畑幼稚園・保育園）　185－3115
わくわく園（六郷幼稚園・保育園）　184－0023
すこやか園（仙南幼稚園・保育園）　183－3075
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　小学生を対象に、子どもたちの集団活動の場を提供し、
健全な遊びを通して協調性と社会性を身につけ、心身とも
に健やかな子どもの育成を目指し活動しています。

なかよし園開放
事　業　名 対　象　・　内　容 期　日 会　場 時　間

ひまわり広場

子育て相談室開放

わんぱく「ママさん」広場

おばあちゃん広場

子育て相談

子育て広場
「ひだまり」

あそびにおいで

子育て相談・自由あそび 毎週月～金曜日（平日のみ）
２～３歳児「小麦粘土で遊ぼう・クラス巡り」 ２月６日（金）
０～１歳児「小麦粘土で遊ぼう・クラス巡り」 ２月13日（金） なかよし園 9:30～11:30
２～３歳児「ひな人形作り・誕生会」 ２月20日（金）
０～１歳児「ひな人形作り・誕生会」 ２月27日（金）
子育て相談・自由あそび 毎週月～金曜日（平日のみ）
「遊びにおいでよ！」
　＊2月のお誕生日会　＊すこやか園に遊びに行こう ２月４日（水）

バレンタイン大作戦
　＊ワイワイトーキング（一年を振りかえって） ２月12日（水） すこやか園 9:30～11:30

もうすぐ「ひなまつり」
　＊みんなで、「おひな様」を作ろう！ ２月18日（水）

楽しかったね！おばあちゃん広場
　＊“お茶っこ”しながら一年を振りかえって ２月25日（水）

豆まきをしよう ２月２日（月） わくわく園
体操しよう１・２・３！ ２月４日（水） 六郷保健センター
手作りおやつを作ろう ２月６日（金）
天筆をかこう ２月９日（月）
体を動かしてあそぼう ２月10日（火）
小正月行事をしよう ２月13日（金） わくわく園 10:00～12:00
お話を聞こう（食育） ２月16日（月）
２月生まれのお誕生会 ２月18日（水）
小麦粘土であそぼう ２月20日（金）
わいわい！がやがや！おしゃべりしよう ２月23日（月）
リズムであそぼう ２月25日（水） 六郷保健センター
おひなさまをつくろう ２月27日（金） わくわく園

毎週月・水・金曜日（平日のみ） わくわく園 13:00～16:00

問い
合わせ

子育て広場
「ひだまり」

担当
役場（千畑庁舎）福祉保健課　福祉班　10187（84）4907（内線2164・2165）
もとだて児童館　10187（84）1004
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六郷小１年　渋谷花音さん、大坂遥果さん、鈴木拓也さん、沢野大樹さん
メキシコのくす玉「ピニャータ」
六郷小１年　坂本章哉さん
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～冬休みも、たくさんの子ども達でにぎわいました～

六郷小１年　高橋鈴佳さん　

六郷小２年
高橋遼馬さん、藤井辰磨さん 粘土で作った牛の貯金箱です

六郷小１年高橋結杜さん、高橋麗翔さん

10:00〜15:00 

ミニてんぴつを
作ろう

10:00〜15:00 
ひなまつり工作

2月の開館
7日
（土）

28日
（火）

申込みは必要 
必要なものはなし 
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2 月 の健診カレンダー 

あり
がとう献血

●
●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

問い
合わせ

役場（千畑庁舎）福祉保健課　健康対策班　
10187（84）4907（内線2171、2172、2173）

（敬称略）

期　日●２月17日（火）　
時　間 場　所

午前10時～12時 役場六郷庁舎

午後１時～４時 六郷保健センター

献血にご協力ください（全血献血）

４カ月児　平成20年10月生まれ
乳児健診 2月26日（木）　受付12:30～13:00 ７カ月児　平成20年７月生まれ

10カ月児　平成20年４月生まれ
1歳6カ月児健診 2月13日（金）　受付13:00～13:30 平成19年6月～8月生まれ

４カ月児　平成20年10月生まれ
乳児健診 2月19日（木）　受付12:30～13:00 ７カ月児　平成20年７月生まれ

10カ月児　平成20年４月生まれ
3歳児健診 2月20日（金）　受付12:30～13:00 平成17年6月～8月生まれ
　 ４カ月児　平成20年10月生まれ

乳児健診 2月18日（水）　受付12:20～12:40 ７カ月児　平成20年７月生まれ
10カ月児　平成20年４月生まれ

2歳児歯科健診 2月6日（金 ）　受付12:20～12:40 平成18年7月～9月生まれ

仙南地区の乳幼児
（会場・仙南保健センター）

千畑地区の乳幼児
（会場・千畑保健センター）

六郷地区の乳幼児
（会場・六郷保健センター）

対　　象 内　容 日　　時 対　　象

一般の方

対　　象 内容・時間 期　日 会　場

健　康　相　談　9:30～16:00

母子手帳交付　受付9:30～11:30
　※電話での予約が必要です。　

2月9日（月）、23日（月） 千畑保健センター

2月10日（火）、24日（火） 仙南保健センター

2月25日（水） 六郷保健センター

成分献血（1月８日、六郷保健センター）
高橋真由美、高橋正広、杉山洋子、高
橋直樹、武藤夏樹、杉澤隆一、福原博
文、杉澤哲、大坂清一、鈴木淳、本間
政藤、木村英彰、高階泰充、武田浩
之、外山章、佐藤久雄、山田健貴、大
坂勝夫

全血献血（１月20日）
ロートピア仙南：高山静佳、鈴木万喜
子、佐藤ゆかり、高橋久美子、山下康
子

後三年鴻声の里：加藤堅之助、松本伸
子、千葉佳寿美、佐藤悦子、粟津雄太

千畑保健センター：傳野寛史、佐藤
繁、 橋幸悦、佐藤昇、細井毅之、高
階亜希子、倉田吉美、佐藤百合子、鈴
木淳清、高橋広樹

ゆうか

梁田　優佳ちゃん（旭町）
清涼飲料水やジュースは飲まな
いようにし、お茶を飲んでいま
す。朝と夜の歯みがきと仕上げ
みがきはしっかりやっていま
す。フッ素入りの歯みがき粉を
使っています。

りん

細井　凛ちゃん（本堂中部）
おやつのあとは必ず水を飲
みます。ジュースはあまり
飲みません。歯みがきを
しっかりやっています。

ようた

煙山　陽太ちゃん（第一暁）
夜の歯みがきしっかりやっ
ています。みがいた後は食
べません。

さ　き

嶋津　咲希ちゃん（元本堂南部）
一日二回の歯みがきをしっ
かりやっています。
仕上げみがきもていねいに
やっています。

あんな

高橋　杏奈ちゃん（安城寺下）
一日三回の歯みがきと仕上
げみがきをしっかりやって
います。

こう

高橋　滉ちゃん（千屋南部）
歯みがきと仕上げみがきを
しっかりやっています。飲
み物は牛乳とお茶を好みま
す。お菓子はあまり食べま
せん。

富樫　ひよりちゃん（第一暁）
歯みがき粉はフッ素入りの
ものを使っています。仕上
げみがきは丁寧にしていま
す。

武藤　ひなたちゃん（上畑屋）
歯みがきと仕上げみがき
しっかりやっています。
おやつの後は必ずうがいを
しています。

なるみ

室谷　匠海ちゃん（善知鳥）
朝と夜の歯みがきしっかり
やっています。飲み物はお
茶と牛乳を飲んでいます。
おやつはあまり食べませ
ん。


