就学時健康診断 を実施します

市では、来春小学校に入学予定のお子さんが心身ともに健康な状態で入学できるよう、次のとお
り健康診断を実施します。
■対象となる児童／平成 24 年４月２日から平成
25 年４月１日までに生まれたお子さん
■持参する物／
① 市が送付した就学時健康診断通知、②就学
時健康診断票、③食物アレルギー等に関する調
査票、④母子健康手帳、⑤筆記用具、⑥上ばき・
履き物入れ ( 市民会館・「いこい」は不要 )
※耳鼻科検診の際は、就学時健康診断通知と、就
学時健康診断票（先に内科などの検診を受診
し、提出済みの方は不要です。）上ばき
（大島小
学校のみ）
をご持参ください。

【耳鼻科検診・視力・聴力検査・個別面談等】

【内科・眼科・歯科検診・個別面談等】
対象学校

会

場

面瀬・階上
面瀬小
九条
九条小※
津谷・小泉・大谷 本吉保健福祉セ
ンター「いこい」
松岩・水梨
松岩公民館※
唐桑・中井
燦さん館
大島
大島小
鹿折・新城・月立 鹿折小
気仙沼
市民会館※

実施日(10月)

■日程／下記のとおりです。健診は「内科検診等」
と「耳鼻科検診等」の２回お越しいただきます。
■ことばの検査／９月から 10 月上旬にかけて、
市内の幼稚園・保育所を巡回しことばの検査
を実施しています。
市内の各幼稚園・保育所などに通われてい
る方は、
各園・保育所などを通してことばの検査
の事前記入用紙を配付・提出いただいておりま
すが、市外の幼稚園に通っているなど、検査を受
けられなかった方は、10 月 10 日（水）までに学
校教育課指導係までご連絡ください。
■問い合わせ先／市学校教育課 ☎ 22-3441
対象学校

受付時間

２日
（火） 12:20～12:40
４日
（木） 12:30～12:50
９日
（火） 12:40～13:00
11 日
（木）12:40～13:00
16 日
（火）12:40～13:00
24 日
（水）12:45～13:00
25 日
（木）12:40～13:00
11/８日（木）12:40～13:00

※九条小・松岩公民館・市民会館では、内科健診等の際に個別面談を行う
ことができません。耳鼻科検診時または別日程で面談を受けてください。

松岩
気仙沼・水梨・月立
九条
鹿折・唐桑
新城・中井
大島
津谷
小泉・大谷
面瀬
階上

会

場

実施日(10月)

受付時間

13:00～13:20
13:30～13:50
市民会館
23 日
（火）14:10～14:30
14:40～15:00
15:10～15:30
大島小
29 日
（月）13:30～13:50
13:00～13:20
本吉保健福祉セ
29 日
（月）13:30～13:50
ンター「いこい」
14:00～14:20
14:30～14:50

・通知に記載されている会場および受付時間にお越しください。
・健診実施月日に都合がつかない場合は、お早めに必ずご連絡ください。
・小学校会場では主に校庭が駐車場となりますが、雨天の場合、校庭の一部が利用できなくなります。なるべく
近隣の方は徒歩で、お車で来られる方は乗り合わせてご来場ください。会場内に駐車しきれなかった場合は、
【面瀬小→面瀬地域ふれあいセンター】
【鹿折小→市民福祉センター「やすらぎ」】の駐車場をご利用ください。

子育てほっとサロン 参加者募集
■日時／ 10 月 13 日
（土）
午前 10 時から正午まで
■場所／市民健康管理センター「すこやか」和室
■対象／子育て中の親子
（１歳未満のお子様でも参加できます。）
■内容／「人形劇 てれつくてん劇場」
てれつくてんによる楽しい人形劇です。今回
はどんなお話かな？乞うご期待！

■参加費／無料（入退室自由）
■持ち物／タオル
■申込方法／
電話またはＥメ
ールでお申込み
ください。
■申し込み・
※講演のあとは、情報交換や育児相談会を開催し
問い合わせ先／
ます。お子様のお飲み物などはご持参ください。
市生涯学習課 ☎22-3442
✉
kyosho@kesennuma.miyagi.jp
■講師／赤岩一座 てれつくてん

広報
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子育てｉｎｆｏ
10 月の児童センター、児童館、子育て支援センターのイベントをお知らせします。

市内の各児童館では、幼児の親子や小学生を対象にした様々な行事を開催しています。
詳しくは市ホームページをご覧ください。

＜児童館＞

●気仙沼児童センター ☎ 23-4648
・27 日（土）10:30~（対象：小学生）
児童あそびの日「コロコロビー玉づくり」
場所：児童センター「ぎゃらりー」

●鹿折児童館 ☎ 22-6877
・４日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
幼児遊びの日「運動会」
・27 日（土）10:00~
（対象：小学生）
児童遊びの日「ハロウィンパーティー」
●赤岩児童館 ☎ 22-6879
（対象 : 小学生）
・６日
（土）
13:30~
児童あそびの日「芋ほり」
・11 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
幼児あそびの日「ミニ運動会」

●大島児童館 ☎ 28-2655
・５日 ( 金 ) 10:00~（対象：乳幼児親子）
おでかけ児童館
「おはようシアター☆おもちゃ箱」
場所：崎浜保育所
・６日（土）13:30~（対象：小学生）
学童あそびの日
「デコ巻き寿司を作ろう！」
場所：大島児童館
●鮪立児童館 ☎ 32-3189
・10 日（水）10:00~（対象：乳幼児親子）
「いちごクラブ運動会」
場所：唐桑保健福祉センター「燦さん館」
・27 日（土）10:00~
（対象：小学生）※要申込
「ピザづくりをしよう」

＜子育て支援センター＞（児童センター内）
●気仙沼子育て支援センター ☎ 23-4648
●本吉子育て支援センター ☎ 42-2031
（津谷保育所内）
・10 日（水）10:30~（対象：１、２歳児）
・４日（木）10:00~
とことこあそびの日
「はまなす公園で遊ぼう」
「交通安全教室＆カードであそぼう」
場所：はまなす公園
・24 日（水）10:30~11:15（対象：０歳児）
ぴよぴよあそびの日「ゆらゆらであそぼう」 （雨天時は「いこい」）
・18 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
・25 日（木）10:00~
「10 月生まれのお誕生会」
「お誕生会」
場所：「いこい」
（場所はいずれも「みんなのひろば」）

ファミリーサポートセンター
協力会員養成講座
受講者募集

センターの協力会員への登録を希
望する方を対象に、養成講座を開催
します。子育て支援に興味のある方
など、ぜひご参加ください。

■ 日時／ 日（水）
午前９時から正午まで
■ 場所／
気仙沼児童センター
「まなびのへや」

2018. 10. 1

ファミリーサポートセンター
って？

広報

市民同士の育
児支援事業を
行う組織です。
センターで
は、会 員 を 随
時募集してい
ま す。詳 し く
はお問い合わ
せください。

■ 申し込み・問い合わせ先／
市ファミリーサポートセンター
（気仙沼児童センター内）
☎（２３）
４６４８
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