
　市では、気仙沼ファンクラブ会員に気仙沼に来ていただくために、市内店舗のご協力
のもと、会員特典を設けています。気仙沼ファンが気仙沼を訪れた際に、もっと気仙沼
を好きになってもらえるように、さらに多くの会員特典協力店舗を募集します。
　特典対象店舗／市内店舗
　特典対象期間／本年４月１日～来年３月 31 日 ※期間は年度途中まででも構いません。
　特典内容／商品の割引やワンドリンクサービスなど、店舗ごとにご協力いただける内容
　　　　　　※特典内容について、市から補助などはありませんのでご了承ください。
　会員への周知／本年５月に発行する気仙沼ファンクラブ通信・新規会員に発送する会員

証に「会員特典対象施設一覧」を同封します。また、市のホームページにも
掲載します。

　賛同方法／地域づくり推進課にご連絡ください。会員特典回答書を発送します
ので、必要事項を記入して地域づくり推進課に提出してください。

　回答受付期間／２月１日（金）から２月 15 日（金）まで
　回答提出・問い合わせ先／市地域づくり推進課
　☎22-3409　fax 24-1226　✉ chiiki@kesennuma.miyagi.jp

　　   気仙沼ファンを〝おもてなし〟しませんか？
～気仙沼ファンクラブ会員特典 新規協力店舗募集中～

■日時／ 2 月 24 日（日）13:30 ～ 16:00
■場所／気仙沼・本吉広域防災センター
■参加費／無料　　　　　　　　　　
■定員／ 30 名（要申込）　
■対象／市内に居住する外国人やその

サポートをしたい市民
■内容／外国の方でも分かりやすい日本語や多

言語資料で防災について学びます。また非常食
の試食や地震体験なども行います。

　　多言語通訳がつくので、日本語が話せなくて
も大丈夫！

~ Get ready to act! Protection against disasters ~

外国人のための防災講座外国人のための防災講座

■申し込み方法／電話、Ｅメールでお申し込み
ください。

■申し込み・問い合わせ先／
　市小さな国際大使館（市地域づくり推進課内）
　☎22-6600 内線 336　
　✉ taishikan@kesennuma.miyagi.jp

　震災以来、市の復旧・復興に携わっていただいたボラン
ティアの方々をはじめ、気仙沼を応援したいと思っている
方々とのつながりを大切にし、気仙沼の一員になって欲し
いという思いから、平成 25 年３月 11 日に『気仙沼ファン
クラブ』を設立しました。
　入会者数は現在、約 9,700 名を超えています。会員には
オリジナル会員証をお渡しし、メールマガジンの配信とファ
ンクラブ通信の発送を通して、復興状況や観光情報など「気
仙沼の今」をお伝えしています。
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■定員／ 20 組（先着順）
■参加費／無料
　　　　　（入退室自由）
■持ち物／タオルや水分

補給用の飲み物など
■申込方法など／２月４日（月）受付開始。

電話またはＥメールでお申し込みください。
■申し込み・問い合わせ先／
　市生涯学習課　☎22-3442
　✉kyosho@kesennuma.miyagi.jp

■日時／２月 16 日（土）10：00 ～ 12：00
■場所／「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／『親子で楽しくエクササイズ☆』　
　　親子でスキンシップをとりながら、無理なく楽し

くエクササイズ。小さいお子さんも参加出来ます。
運動しやすい服装でお越しください。講演のあと
は、情報交換や育児相談会を開催します。

■講師／インストラクター　鈴木 あい子 先生

参加者募集

＜児童館＞
●気仙沼児童センター　☎ 23-4648
　・23 日（土）14:00~（対象：小学生）
　　※要申込・参加費有
　      「ようこそ！カフェへ
　　　～ワッフルを作って食べよう～」
●赤岩児童館　☎ 22-6879
　・14 日（木）10:30~（対象：乳幼児親子）
        「誕生会 & おひなさまづくり」
　・16 日（土）10:30~（対象：小学生）
        「とばしてあそぼう！！」
●鹿折児童館　 ☎ 22-6877
　・14 日（木）10:30~ 
　　「親子エアロビ体操教室」
　　講師：富田 夕子 先生
　・16 日（土）10:30~（対象：小学生・乳幼児親子）
         「昔遊びを楽しもう」
　　地域の方々と一緒に、昔遊びをしましょう！
●鮪立児童館   ☎ 32-3189
　・１日（金）10:30~（対象：乳幼児親子）
   　  「誕生会 & 恵方巻きを
　　   作って食べよう」
　・９日（土）10:00~ （対象：小学生）
     　「チョコパイを作ろう！！」
●大島児童館　 ☎ 28-2655
　・１日（金）10:30~（対象：乳幼児親子）
　　「豆まき会」
　・９日 ( 土 ) 10:00~（対象：小学生）
         「バレンタインデークッキング」
　　準備物：エプロン、三角巾、上靴

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ

＜子育て支援センター＞
●気仙沼子育て支援センター　☎ 23-4648
　（児童センター内）※場所：「みんなのひろば」
　 ・８日（金）10:30~11:00（対象：乳幼児親子）
　　「お誕生会」
　・20 日（水）10:30~11:30（対象：１・２歳児親子）
　　とことこあそびの日
　　「ひな人形飾りをつくろう」
　・21日（木）10:30~11:15
　　（対象：０歳児親子）
　　ぴよぴよあそびの日
　　「ぴよぴよひなまつり」

●本吉子育て支援センター　☎ 42-2031
　（津谷保育所内）
　・１日（金）10:00~
　　（対象：乳幼児親子）
　　「豆まき誕生会」
　・21 日（木）10:00~
　　（対象：乳幼児親子）
　　「おひなさまを作ろう」

２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。

子育てほっとサロン子育てほっとサロン

●２月のおでかけ児童館
　 日時／２月７日（木）10:30~
　内容／「一緒に遊ぼう！～おでんでんでん～」
　対象／乳幼児親子
　場所／「やすらぎ」
　問い合わせ先／
　鹿折児童館 ☎22-6877、赤岩児童館 ☎22-6879
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