
   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

親子の遊び場「こぱんだくらぶ」親子の遊び場「こぱんだくらぶ」

代表　遠
えんどう

藤 葵
あおい

 さん

　こぱんだくらぶは、「ママたちが作る親子の
遊び場」を目的に活動する子育てサークルです。　　
　芋煮会や夏祭りなどの季節の行事や、お茶会、
足型アート、ベビーマッサージ、ヘッドスパな
ど、ママも子どもも楽しめるイベントを実施し
ています。企画も参加も子育て中のママ&パ
パですので、お気軽にご参加ください。

　　小さなお子さんを
連れて遊びに来るのは
大変かもしれません。
でも頑張って一度遊び
にきてみてください！

きっと、こぱんだくらぶの楽しさを体験できると
思います♪�「いつもお昼ご飯は子どもと 2人きり
…」「たまには大人とおしゃべりしたい…」同世
代の子どもを持つママさんたちと子育ての話をし
たり、たわいもない日常の話をしたりするだけで
元気になれると思います！気軽に遊びにきてくだ
さい♪待ってまーす！

●活動日時　
　毎週木曜日・10時から正午まで
※お弁当を食べて帰る場合は、午後１時まで　
　開放しています
●活動場所　面瀬公民館内（ふれあいセンター）
●対象　子育て中の方なら市内外問わず、どな
たでも参加できます
●その他　
　インスタグラムで活動を発信しています
（kopanda.kesennumaで検索）。
また公式 LINEから、事前にイベン
ト参加の予約ができます。

問こぱんだくらぶ事務局
　（面瀬公民館内）　☎24-9393

場所・問い合わせ先場所・問い合わせ先 日時（１月）日時（１月） 内容（対象）内容（対象）

気仙沼子育て支援センター
（☎23-4648）

21日(木) 10:30 ～ 変身！ぴよぴよ桃太郎！
(０歳児と保護者・定員15組、1/8～ 1/20までに要申込 )★

26日(火) 10:30 ～ お誕生会＆とことこ鬼がやってくる！
(1歳以上児と保護者・定員15組、1/8～ 1/23までに要申込 )★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 14日(木) 10:00 ～ 1月生まれのお誕生会 (乳幼児親子 )

気仙沼児童センター
（☎23-4648） 30日(土) 13:30 ～ 世代間交流行事ゲームをして楽しもう！

(小学生・定員 10人、1/8 ～ 1/29 までに要申込 )★

赤岩児童館（☎22-6879）   9日 (土) 10:30 ～ まゆだま作りをしよう！ (小学生 )
15日(金) 10:30 ～ 誕生会＆おたのしみ会 (乳幼児親子 )

鹿折児童館（☎22-6877 ）   9日 (土) 10:00 ～ お正月遊びを楽しもう！ (小学生 )
27日(水) 10:30 ～ 誕生会＆一足早い節分 (乳幼児親子 )

大島児童館（☎28-2655 ）
14日(木) 10:30 ～ 「ママと一緒にまゆ玉を作ろう（小麦粉粘土）＆誕生会」(乳幼児親子 )

16日(土) 10:00 ～ 「万華鏡を作ろう」(小学生・定員 10人、1/5 ～ 1/13 までに要申込）

鮪立児童館（☎32-3189）
21日(木) 10:30 ～ 誕生会＆マラカスをつくってあそぼう (乳幼児親子 )

23日(土) 10:30 ～ 皿まわしに挑戦‼（小学生・定員 15人、要申込）

子子育 て 関 連育 て 関 連
イ ベントイ ベント

　★は市内在住者に限ります

　　　「遊びにおいで！節分だよ！」　場所：すこやか (東新城 )
　　　　      29日 (金 )10:30 ～ （乳幼児親子対象）　問鹿折児童館
Pick up!
おでかけ児童館

最新情報を
ＬＩＮＥで
チェック！

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

検診・教室名 受付日時（１月） 場所 対象 内容（持ち物）

子育て相談
（開催日１週間前から受付
  前開庁日までに要予約）

 13日(水) 午前 すこやか 就学前のお子さん
と保護者

身体計測、お子さんの発育・発達、食事、
歯磨き、トイレトレーニングなどの子
育てに関する相談(母子健康手帳)
※感染症防止対策を図るため、予約制で実施 15日(金) 午前 いこい

ボディケア講座
（要予約・定員７人）  25日(月) 12:45 ～13:00 すこやか

出産後１ヶ月健康診査
にて異常がなく医師に
よる運動制限のない産
後２～５カ月の方

ストレッチや軽い運動・心身のリフ
レッシュ方法など（運動しやすい薄
手の服装（講座中は素足をおすすめ
します）・飲み物・母子健康手帳・い
つものお出かけセット）

離乳食教室
（要予約・定員10組）  28日(木) 10:15 ～10:30 すこやか 生後５～６カ月のお子さんと家族

食事に関するミニ講話・体験
（母子健康手帳・筆記用具・問診票・
その他お子さんに必要なもの）

教教室・相談室・相談とと
乳幼児健康診査乳幼児健康診査

※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をしているほか、市公式サイトにも掲載しています

問すこやか☎21-1212�/�いこい（本吉）☎25-7645

　　　

「子育てほっとサロン」参加者募集
ピアノ De リトミック♬

●日時　1月30日（土）10:00～正午
　ピアノに合わせてダンスをしたり、自由
に体を動かしたりして、心と体と感性を育
みます。親子で楽しく、元気に体を動かし
ましょう！
●場所　中央公民館　第２～４会議室
●講師　小

おやま
山 紀

のり こ
子先生（小山紀子音楽教室）

●対象　子育て中の親子（1歳未満のお子
さんも参加可）

●定員・参加費など　10組・無料（入退室
自由）。講演後、情報交換会や育児相談会を
開催。1月18日（月）から受付開始。

●申込方法　電話またはEメール
問生涯学習課　☎22-3442
　✉kyosho@kesennuma.miyagi.jp

●対象　市内に事業所を設置している業者（地
元業者・地元食材を活用した給食を提供す
るため）

●食材の種類　米・野菜類・果物類・魚介類、
肉類、豆腐類、牛乳・乳製品、パンなど

●募集期間　
   １月12日（火）から１月22日（金）まで
●その他　
　令和２年度に契約がある業者へは別途通知
します。新規申し込みの場合は、事前にご
連絡ください。

問子ども家庭課 育成支援係 
　☎22-6600  内線 443

令和３年度　市立保育施設への
給食食材納入業者を募集
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   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

親子の遊び場「こぱんだくらぶ」親子の遊び場「こぱんだくらぶ」

代表　遠
えんどう

藤 葵
あおい

 さん

　こぱんだくらぶは、「ママたちが作る親子の
遊び場」を目的に活動する子育てサークルです。　　
　芋煮会や夏祭りなどの季節の行事や、お茶会、
足型アート、ベビーマッサージ、ヘッドスパな
ど、ママも子どもも楽しめるイベントを実施し
ています。企画も参加も子育て中のママ&パ
パですので、お気軽にご参加ください。

　　小さなお子さんを
連れて遊びに来るのは
大変かもしれません。
でも頑張って一度遊び
にきてみてください！

きっと、こぱんだくらぶの楽しさを体験できると
思います♪�「いつもお昼ご飯は子どもと 2人きり
…」「たまには大人とおしゃべりしたい…」同世
代の子どもを持つママさんたちと子育ての話をし
たり、たわいもない日常の話をしたりするだけで
元気になれると思います！気軽に遊びにきてくだ
さい♪待ってまーす！

●活動日時　
　毎週木曜日・10時から正午まで
※お弁当を食べて帰る場合は、午後１時まで　
　開放しています
●活動場所　面瀬公民館内（ふれあいセンター）
●対象　子育て中の方なら市内外問わず、どな
たでも参加できます
●その他　
　インスタグラムで活動を発信しています
（kopanda.kesennumaで検索）。
また公式 LINEから、事前にイベン
ト参加の予約ができます。

問こぱんだくらぶ事務局
　（面瀬公民館内）　☎24-9393

場所・問い合わせ先場所・問い合わせ先 日時（１月）日時（１月） 内容（対象）内容（対象）

気仙沼子育て支援センター
（☎23-4648）

21日(木) 10:30 ～ 変身！ぴよぴよ桃太郎！
(０歳児と保護者・定員15組、1/8～ 1/20までに要申込 )★

26日(火) 10:30 ～ お誕生会＆とことこ鬼がやってくる！
(1歳以上児と保護者・定員15組、1/8～ 1/23までに要申込 )★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 14日(木) 10:00 ～ 1月生まれのお誕生会 (乳幼児親子 )

気仙沼児童センター
（☎23-4648） 30日(土) 13:30 ～ 世代間交流行事ゲームをして楽しもう！

(小学生・定員 10人、1/8 ～ 1/29 までに要申込 )★

赤岩児童館（☎22-6879）   9日 (土) 10:30 ～ まゆだま作りをしよう！ (小学生 )
15日(金) 10:30 ～ 誕生会＆おたのしみ会 (乳幼児親子 )

鹿折児童館（☎22-6877 ）   9日 (土) 10:00 ～ お正月遊びを楽しもう！ (小学生 )
27日(水) 10:30 ～ 誕生会＆一足早い節分 (乳幼児親子 )

大島児童館（☎28-2655 ）
14日(木) 10:30 ～ 「ママと一緒にまゆ玉を作ろう（小麦粉粘土）＆誕生会」(乳幼児親子 )

16日(土) 10:00 ～ 「万華鏡を作ろう」(小学生・定員 10人、1/5 ～ 1/13 までに要申込）

鮪立児童館（☎32-3189）
21日(木) 10:30 ～ 誕生会＆マラカスをつくってあそぼう (乳幼児親子 )

23日(土) 10:30 ～ 皿まわしに挑戦‼（小学生・定員 15人、要申込）

子子育 て 関 連育 て 関 連
イ ベントイ ベント

　★は市内在住者に限ります

　　　「遊びにおいで！節分だよ！」　場所：すこやか (東新城 )
　　　　      29日 (金 )10:30 ～ （乳幼児親子対象）　問鹿折児童館
Pick up!
おでかけ児童館

最新情報を
ＬＩＮＥで
チェック！

   子育てｉｎｆｏ   子育てｉｎｆｏ ※イベント・教室は、状況により中止する場合がありますので、ご了承ください。

検診・教室名 受付日時（１月） 場所 対象 内容（持ち物）

子育て相談
（開催日１週間前から受付
  前開庁日までに要予約）

 13日(水) 午前 すこやか 就学前のお子さん
と保護者

身体計測、お子さんの発育・発達、食事、
歯磨き、トイレトレーニングなどの子
育てに関する相談(母子健康手帳)
※感染症防止対策を図るため、予約制で実施 15日(金) 午前 いこい

ボディケア講座
（要予約・定員７人）  25日(月) 12:45 ～13:00 すこやか

出産後１ヶ月健康診査
にて異常がなく医師に
よる運動制限のない産
後２～５カ月の方

ストレッチや軽い運動・心身のリフ
レッシュ方法など（運動しやすい薄
手の服装（講座中は素足をおすすめ
します）・飲み物・母子健康手帳・い
つものお出かけセット）

離乳食教室
（要予約・定員10組）  28日(木) 10:15 ～10:30 すこやか 生後５～６カ月のお子さんと家族

食事に関するミニ講話・体験
（母子健康手帳・筆記用具・問診票・
その他お子さんに必要なもの）

教教室・相談室・相談とと
乳幼児健康診査乳幼児健康診査

※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をしているほか、市公式サイトにも掲載しています

問すこやか☎21-1212�/�いこい（本吉）☎25-7645

　　　

「子育てほっとサロン」参加者募集
ピアノ De リトミック♬

●日時　1月30日（土）10:00～正午
　ピアノに合わせてダンスをしたり、自由
に体を動かしたりして、心と体と感性を育
みます。親子で楽しく、元気に体を動かし
ましょう！
●場所　中央公民館　第２～４会議室
●講師　小

おやま
山 紀

のり こ
子先生（小山紀子音楽教室）

●対象　子育て中の親子（1歳未満のお子
さんも参加可）

●定員・参加費など　10組・無料（入退室
自由）。講演後、情報交換会や育児相談会を
開催。1月18日（月）から受付開始。

●申込方法　電話またはEメール
問生涯学習課　☎22-3442
　✉kyosho@kesennuma.miyagi.jp

●対象　市内に事業所を設置している業者（地
元業者・地元食材を活用した給食を提供す
るため）

●食材の種類　米・野菜類・果物類・魚介類、
肉類、豆腐類、牛乳・乳製品、パンなど

●募集期間　
   １月12日（火）から１月22日（金）まで
●その他　
　令和２年度に契約がある業者へは別途通知
します。新規申し込みの場合は、事前にご
連絡ください。

問子ども家庭課 育成支援係 
　☎22-6600  内線 443

令和３年度　市立保育施設への
給食食材納入業者を募集
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