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販売摘鰯等貰三再編㍊

rこの一廿で︑八木山のこと何でもわかるよね−︼っ

審約滴霧欄絹常闇典消費税込

﹄A四割・フルカラー・一四四頁

平成二十九年三月に発刊予定です︒

連合町内会が協力しあい編集作業を進めています︒

r八木山まち物蔚﹂は︑八木山連合町内会と八木山繭

行予約受付中

染筆

ていわれるように編集委員一同頑張っています︒

予約は八木山市民センタ＿で受け付けています

「八木山まち物語」予約します

馳麒
豪富脅

匝＝：覇

本代金は発行後にいただきます。ここでは予約のみとなっています。

八木山まち物語作成委員会

お申し込み・お問い合わせ

八木山市民センター内

228（1190）

t話

FAX228（1689）
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仙台市太白区まちづくり活動助成事業

＼自立心／

ぉ冠紀とランキ…，ヾ／麹声一一一一一一一一一

自分でやりたがる
できないことをやると言う

ぜ慧工J持
が1●●ゝ

サ

「自分で！」「やる！」ぽっかり言うのに、

ヶ月一線￣の

尭売中！！
充巽の128頁

【玉露ヨ摘ラ認瞳ヨ拐！諾あり惑あり、みんなの芋百雷「ヨ』、あるあ馴」E臓＆コラ血誹寛に学ぶ 宛誓粥をパ現役∇哲が窯誓 多彩＆0ア帰詮詣怒茄議

こ購入方法のご案内

④太白区の育児サークルでGe十！

平成29年1月11日現在

サークルしこ足首か運びいただけると
特別価格でご購入いただし†ますl

（D書店でGe十！
【紀伊国屋書店仙台店】
※期間限定2016年11月〜2017年2月予定

仙台市太白区長町7−20−3ザ・モール仙台長町3F
年中無休10：00−21：00Te1022−308−9211

【絵本と木のおもちゃ横田や】
仙台市青葉区北山1丁目4−7
水曜定休10：00−19：00Te巨022−273−3788

【とんとんの会】主な活動場所：太白区西多賀生協会議室
毎週金曜10：00−1200ブログ＝http：／／tonton−nO，Jugemjp／

【やまだっ子】主な活動場所：太白区山田市民センター
毎週水曜1040−13：00ブログ＝http／／S．ameblojp／yamadacco／

⑤郵送でGe十！

仙台市泉区旭丘堤2丁目22−2みやぎ生協黒松店2F
年中無休10：00−2100TelO22−272−3281

http：／／taiko3−book．jimdo．com／

【お支払い方法について】
「お振込み」のみとさせていただいております。

振込み手数料はお客様のご負担となります。

②カフェやショップでGe十！

ゆうちょATMではゆうちょ口座間の送金手数料が月3回まで無料です。

書芸葱琵琵遠謀若3濡118 盟

カフェ、ショップリストは裏面へ！

③子育てサロンやママイベントでGo十！

（二サイゾサハイハ○ル封フハルクチーム） 〜詳しくはサイトでご確認下手い〜

サロン、イベントリストは裏面へ！
〈お問い合わせ〉太白区育児サークル応様隊たい子亨んMail：十aiko3
∴・

奉のくわしい内容もコ手引

7オームでご注文→ご入金確認→郵送でお届けl

下記サイ的ご注文フォームからお申込み下さい。 竪

【ブックセンター湘南黒松店】

：∫

定価1200円（税込）

■

・t‥

book的mail com Tel：⑦7◎一5322−◎046（こひつじる〜む）
、

−●

た￥孟

ナん
す。より多くのママたちにこの本を届けるため、初版から200円の値上げにご理解とご協力をお願いしますの

プDグ

．／旦隻脚頗席協力をいた・だいております！

撹照競諾製年始・照子濫崇賢宅讐苦言言二薮。11＿614＿24。6
本書制作にあたり下記の皆様にご協賛をいただきました。
販売協力もいただいております

カフェ＆ショップ
◆【欧風カレこのお店 かeenひるず】仙台市太白区緑ヶ丘
2−23−7電話022−79ト9562委託販売・貸しスペース・好
きを仕事にしませんか
◆菓子工房セレプレ◆長町5−11−3（長町駅徒歩3分）
open9時〜20時無休◎読者特典デコケーキ割引→要問合

◆シフォンケーキと焼き菓子SweetVani la／cafe食堂Laugh．

せ℡022−346−7783

◆【CheHka合同会社］050−5316−4442 小さな子供を持つ子

名取市増田柳田396−1−103
やってます

日曜定

P5台

Facebook

◆【太白だんだん】仙台市太白区長 南3丁目35−10
TEL：022−796−7261月・火・木・金・第1 ・3土曜日〜15時

◆自然食品・アレルギー対応食品＆カフェ ヘルシーハット

育て世代が良質な賃貸物件を納得のい 価格で提供すること

022−292−0355

を事業としています。

宮城野区小田原1−4−26

ホームページ

からもお買物ができます

子育てサロン・ママイベント・教
事NPO法人おりざの家 各種料理教室やタッビングタッチ講
座を開催。「おりざの食卓」運営。1臥：022−249−1625

トン」が子連れで楽しめます！是非「バ

http：／／0rizal．jimdo．com／

◆はこつきヨーガ＊http：／／hakotukLCOm，Ehakotuki＠gmai暮．com

◆クラフトサロンNAOHO〕SE お子様連れも可能です♪
トライアルコースも王http：／／ameblo．jp／nao−house70

ヨガ，食養，産後ケア講座などで母たちを
◆ママとシネマ実行委員会 ママによ一

トmaiE二naO＿house70＠tune，OCn．ne．jp

企画・開催。http：〃価格Hvedoor．jp／

◆子連れOK！！なごみサロンtrickandtreat。青葉区春日町

E一m8日mamatOCinema＠gmaiLCOm

4−28

る講座を開催。
ためのイベントを

trick−and−treat．COmで検索。enjiapron＠gmaiLcom

◆子育てサロン「トモ」太白区砂押町6−1／代表 川渡仲子

開催＠大野田コミセン♪間070−5322−0

携帯：080−1806−5865／子育てを頑張っているママ・どな
たでもホッと一息つきませんか？

ブログhttp：／／amebio．jp／mama−Shiro／

◆こひつじる〜む＊子育てサロン＆派遣型託児ボランティア

写真 という形に残る
宝物に．．．。アルバム作りのお手伝いを致し す。

＆子育て講座＆ベビースリング℡070−5322−0046

http：／／amebloJP／making−hana／

◆〜yukarrsァルバムカフェ〜思い出を

鴎kohitujiroom＠gmaiLcom

一一日一一一一日−ママショップ・教室一一日一一一一一一一一一

◆【ぴあの教室ほわっと♪】大野田幼稚園近く。無

◆【アロマ＊Cafe】天然100％のオイルでアロマクリーム・
スプレーのワークショップを開催。ママンマルシェに出店。

料体験レッスン有。まずはお気軽にお問い合わせ下

）l〕子供にやさしいもちもちべ
◆Bread＆Sweetsl
一ゲルをお届けしま す 仙台市太白区富沢4−8−47

さい。PlanOhowatto＠gmalLcom（小林）

022−743−9181

mailaromacafemaruru＠gmallcom

◆【ママが一番▼】2児の母＆育児インストラクター

◆アロマのお家「〜癒しの森〜Deep forest」困ったとき

の佐藤真衣です。ブログで子育て情報を発信中♪

◆北海道産小麦10噂のパン屋ebf柏《えとふえ》
仙台市太白区泉崎ト20−11022−244−8668

アロマが大活躍！！出張いたします♪検索→ひなたんのプ

http／／ameblo．jp／zibunntonakayoku

ログフットケア

◆〇〇〇わこねっこ〇〇〇

◆【いとうカイロプラクティック】仙台市太白区鈎取1−2−

◆かぼちゃのミシン

http／／wakonekkosendaLblogspotJPバランス

ご入園・ご入学グッズなんでもお気軽にご相談ください。

ボールエクササイズで心身元気に心地よい毎日を！

10ガーデンハイツAIHARAIF
Tel022−226−7506「いとうカイロ」でご検索下さい

ママの代わりにお作り致します♪℡090−5351−4640

−−−−−−−日一一一…病院日日一一一一一一一一日

一一日一一一一‥一日一店舗一一一一一…一一一日‥−

◆【すずめ歯科】仙台市太白区八木山本町1丁目13−6

匹∃runnmgwoman−makiko＠softbankneJP

◆花見園 宮城県仙台市太白区三神峯2丁目2−

動物公園前医療モール2FTel022−30ト3033

◆キラキラと癒しをお届け、出張サロンぱぶりかの浅野
由希子です（…）多方面イベントにも出店♪ブログにて情
報更新中です！

30／022−244−3441苫業時間8：30〜19：00／あ

ホームページwwwsuzumeshlkacom

んしんとおいしさをみなさまへ。

◆弦楽合奏の会☆メンバー募集♪太白区で活動。子

◆【きっず☆えんじえる】子供服・子供用品リサイク

◆むし歯・歯周病の心配のない人生を親子で送りません
か？せせらぎ歯科クリニックは家族のお口を守るお手伝

ルショップ 仙台市太白区富沢南2−20−6

いをする歯科医院です。

連れOK！楽器を弾きたいけど、子供が小さい。昔、弾
いてたけど不安など。お気軽にお問い合わせを…阿部
IrutarO42＠gmail．com

Te1022−796−5158火曜定休

一一一一一一一一一一一一コミュニティー一一一一一一一一一一一

◆桂雀花 肉まん・点心テイクアウト専門店
仙台の街せ愛されて守り続けた70年伝統の味

◆【アートワークショップすんぶちょ】0歳から100歳まで！

障害の有無問わず参加できるダンスクラスはこちら→

◆産後ママも子連れOK▼バランスボールで心身リフレッ

仙台市太白区大野田5−32−5

シュ！詳しくはブログでチェック☆

◆笹かまぼこ・創作揚げかまぼこ手造り専門店【海野

http／／amebEo」P／twlnkleTmamaby

◆一般社団法人マザー一一・・ウイング

味よしの】仙台市太白区西多賀4−5−25

◆畠【small plus】ママ、おうち帰ろうの部屋作り／ライフ

のびすく泉中央を運営しています。

244−3308

オーガナイズで片づく仕組みを整えます。

◆自家焙煎伽排店茶々木 太白区長町南3−13−13

◆enjOySPOrtS！【NPO法人スポネット弘前】

悔し022−304−2582営業時間12：00〜21：00お客様の好

青森県弘前市大字駅前町9−20ヒロロ5F

図Smallplus77＠gmaFIcom大沼恵子

◆Z］MBAサークルー＆−（神山佳奈）楽しく踊って自慢

できる体に。初心者、子連れ大歓迎！
http／／amebloJp／ka7zumba／

◆【せんだいUmIのいえ】いのち■こころ・からだ・くらしの

学びあいの場
仙台市内で開催中！http／／amebloJP／nc−fika／

◆太白区イラスト【Rankon】『2歳児サバイバルライフ』の
イラストを描かせていただきました！facebook有★LINE
スタンプ有★「Rank0．［スタンプ」で検索ください！

022−738−9488
Te1022−

ホームページ、Facebookございます。

みに合わせて生豆を焙煎いたします
◆【太白区ネイルサロン】NallAtellerNargaAsh

お子様連れok・駐車場有
https．／／narga−nallamebaownd．com／

◆だんご・おはぎ【よしつね】
仙台市太白区西多賀3−5−23

Tel：0172−32−6523mall：lnfo＠sponetThcom

◆㈱学びと創造【祝出版＼（′▽ ）／迷える小羊ママさ
んたちのバイブルになりますように。弊社も子育て世代を

応援します。
◆【社会福祉法人ぽっけコミュニティネットワーク】仙台市
太白区入来田2丁目2−1℡022（243）7280
FAXO22（243）7281

◆手作りクッキーの店けんと

星野

◆多言語でゆる〜く子育て！言語交流研究所ヒッポフ
ァミリークラブ 宮城県内12ヶ所で活動中

◆ときわ亭西多賀店仙台市太白区西多賀1−22−1
3／022−307−3003営業時間17：00〜24：00お座敷部屋

◆なごみたいむ☆気軽に通える♪ママのキレイ＆癒し

あり、小学生以下lコまフノー18ノンク付き

＆ワクワクを叶える？女子力〕Pサロン

◆ブール（パン屋）仙台市太白区八木山南3−ト49

090−7528−2200

022−243−5367AM11−18：00無くなり次第終了。

nagomltlme753sal0n＠gmallcom

http／／mother−Wlng．」PnOrg／

Tel022−243−0161月曜定休900〜18．00

【米ケ袋本店】青葉区米ケ袋1−5−19TELO22−225−0144
【一番町店】青葉区一番町4−4−26TELO22−215−5054

〕RLhttp・／／wwwlexhippogrjp／

http・／／wwwsun−PUChocom

幸（ミッフイ）図POkkenomorJ＠ableocnne．jP

◆HASTA手相学研究所（http／／hasta−teSOuCOm）では、

左右の手から資質や可能性、行動意識を捉えることで、
子育てや人材育成をサポートしています。

◆【のびすく長町南】は乳幼児親子が安心して遊んで頂
けるひろばです。一緒に働く仲間も募集中です！お問い
合わせは℡022（399）7705

毎日心を込めながら、一つ一つ丁寧に手作ルています

太白区育児サーフ／し応接隊たい子手んMH仙台市太白区の育児サークルや・、乳幼児の子育てに携わる方々を応揺する活動をしている育児ボランティアグループです。
「たい子さん」の「たい」ぱ 太陽 の「たしり、「子」ぱ 子育て の「子」、「さん」が 参加叶の「芋ん」。太白区の子育てしこみんなで参加しよう■というメッセージを込めています。

