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乳幼児健康診査と教室・相談乳幼児健康診査と教室・相談

※乳幼児健康診査については、対象時期に合わせて個別通知しています。また、市公式サイトにも掲載していますの
　でご確認ください。新型コロナウイルス感染症の状況によって、行事を中止・延期をする場合は、市公式サイトな
　どでお知らせします。

　児童センター、児童館、気仙沼子育て支援センターは、6 月 2 日（火）から、本吉子育て支援センターは、
6 月 1 日（月）から利用を再開し、当分の間は自由来館のみの利用となります。
　利用の際は、感染症防止対策にご協力をお願いします。なお、利用の状況により、入館や利用時間
を制限する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●施設ごとの感染防止対策／館内の清掃、消毒の徹底、定期的な換気の実施、遊具・玩具の消毒
●利用者へお願い／利用時は、手洗い・手指消毒・マスクの着用・検温のご協力をお願いします。
　※利用の詳細は、各施設へお問い合わせください。

問市健康増進課　☎21-1212

児童センター・児童館・子育て支援センター再開にあたってのお願い児童センター・児童館・子育て支援センター再開にあたってのお願い

☆♪子育て支援団体・施設紹介♪☆☆♪子育て支援団体・施設紹介♪☆

令和２年度
児童手当現況届は郵送で受け付けます

教室・相談名 日時 場所 対象 備考

子育て相談
11 日（すこやか）、19 日（いこい）で実施を予定していましたが、中止します。
お子さんのことで心配なことがありましたら、いつでも、すこやか（☎ 21-1212）、
燦さん館（☎ 32-4811）、いこい（☎ 25-7645）にご相談ください。

パパママ教室 A
（要予約・定員 15 組）

７月
12 日 ( 日 ) 13:10 ～ すこやか 妊婦とご家族

お産に関する講話、沐浴実演、抱っ
こ体験、パパの妊婦体験（母子健康
手帳）

パパママ教室 B
（要予約・定員 15 組）27 日 ( 土 ) 13:10 ～ すこやか 妊婦とご家族

歯医者による講話、歯科健診と歯み
がきレッスン、栄養士による妊婦中・
産後の食事に関する講話、パパの妊
婦体験（母子健康手帳）

問気仙沼児童センター・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）、
　赤岩児童館（☎22-6879）、 鹿折児童館（☎22-6877 ）、 大島児童館（☎28-2655）、鮪立児童館（☎32-3189）

６
 １ 30月 火

現況届は、毎年６月１日時点において、児童手当の受給要件
を満たしているかを確認するものです。毎年、市内各会場で受
け付けを行いますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
止の観点から、本年度の現況届は郵送受付とします。対象者に
は通知書と現況届の様式を送付しています。
　提出されない場合は６月分以降の手当が受けられなくなる可
能性がありますので、提出期日までに忘れずに返送してくださ
い。なお、受給者が公務員の場合は各職場での手続きになります。

※お子さんと別居している場合、「別居監護申立書」を同封。
※マイナンバーの情報連携により、保険証の提出は不要に。
問市子ども家庭課 児童福祉係　☎ 22-6600 内線 276

ー 手続き方法 ー
市が送付した現況届の内容を確認し、
印鑑を押して返信用封筒で郵送する。

児童手当の手続きは
電子申請が便利です

　マイナポータルの「ぴっ
たりサービス」を使って、
児童手当の現況届などの
手続きについて、電子申
請ができます。電子申請
に は 受 給 者 の マ イ ナ ン
バーカード（電子署名付
き）が必要です。
　詳しくは、ＱＲコードを
読み取りください。

　私たちのコンセプトは「ひとりにならない。ひ
とりになれる。」子育てにちょっと疲れたり、ひ
とりになりたい時ってありますよね。Omusubi
では、どんな理由でもお子さんを大切にお預かり
します。気軽に子育ての悩みを話せる場でありな
がら、ちょっとひとりになりたい時は一人で過ご
せる。ママの気持ちに寄り添いながら、一人の女
性として生き生きと気仙沼で生活できるように。
私たちも一緒に子育てさせてください。

●営業日／ 9：30～15：30（日・月・木・金）
　※火曜日の開放日はお休み中です。
●対象／生後 3 カ月～年長児（最大４人まで）
●利用料／ 30 分 350 円（保険料含む）
●申込方法など／ホームページ内予約フォー

ムまたは電話で申し込みください。20 日
後まで予約できます。当日予約は電話で空
き状況をご確認ください。37.5℃以上、
感染症の疑いがある場合は、お預かりでき
ません。

問 070-4818-1698
　 住所：三日町１－２－５

　一人ひとり顔や性格が違うように、子育ても人
それぞれです。
　お母さんが笑顔になれば、子どもも家族も笑顔
になります。出会った方にとって、何が一番良い
のか一緒に考え、必要な情報をお届けし、からだ
を整えるお手伝いをします。 
　助産師は、妊娠期から授乳期の女性はもちろん、

女性の一生を通して、それぞれ
のライフステージに関わる

ことのできる仕事です。
　ささいなことでも構い
ません。女性が健康に安
心して過ごせるよう、お
一人お一人に寄り添い、
サポートさせていただき
ます。お気軽にご相談く
ださい。

●営業日／ 9:00 ～ 15:00( 月～金曜日 )
　　　　　 9:00 ～ 正午（土曜日）
●内容／妊娠期から授乳期の身体とこころの

相談、授乳相談、乳房ケア、女性の健康相談、
お話会（妊娠期の過ごし方、産後の生活、
月経についてなど）※お話会は不定期開催

●利用料／個別相談 1,500 円など
●申込方法など／電話で申し込みください。

市外の場合、利用料のほか、別途交通費と
してガソリン代（20 円 /ｋｍ）が発生します。

問 080-2254-6696
　住所：内の脇１－11－４

子育てシェアスペース Omusubi
気仙沼初 一時預かり専門託児所

ホームページ

にじのわ助産院
３月 30 日開院

助産師 大森 美和 さん

こんな時にぜひ利用してください
妊婦健診、美容院、歯医者、上の子の行事、
上の子とゆっくり遊んであげたい、自分のリ
フレッシュや休憩、集中して仕事をしたい、
新型コロナウイルス感染症で人混みに連れて
行くのが不安、など
安全や衛生面に配慮し、常時スタッフ２人以上

（保育士を含む）で託児を行っています。

お　む　す　び

おおもり   み  わ

広報
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