
   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。

教室名 受付日時（8月） 場所 対象 内容（持ち物）

子育て相談
（前開庁日までに要予約）

 19 日（木）午前 いこい
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

 24 日（火）午前 すこやか

かみかみ教室
（要予約・定員 10組）  27 日（金）10:15 ～10:30 すこやか 生後８～ 12 カ月

のお子さんと家族
ミニ講話、試食
（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。
※状況により、内容の一部変更または中止になることがありますのでご了承ください。

問すこやか☎ 21-1212 / いこい（本吉）☎ 25-7645

子子育て関連育て関連
イベントイベント
場所・問い合わせ先場所・問い合わせ先 日時（８月）日時（８月） 内容（対象など）内容（対象など）

気仙沼子育て支援センター
（☎23-4648）

27 日（金）10:30 ～ ホヤ・ホヤ・海の子！おやこであそぼう（０歳児と保護者・定員
15組、８／ 11～ 8／ 26までに要申込）★

31日（火）10:30 ～ 誕生会＆絵本となかよし♡とことこおはなし会（１歳以上児と保
護者・定員 15組、８／ 11～８／ 29までに要申込 )★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 27 日（金）10:00 ～ ８月生まれのお誕生会（乳幼児親子）

赤岩児童館（☎22-6879） 20 日（金）10:00 ～ 木工教室（小学生）

鹿折児童館（☎22-6877）
19 日（木）10:00 ～ おもしろスライム実験！（小学生）

26日（木）10:30 ～ ひんやりプニプニ！不思議なセンサリーバッグを作ろう（乳幼児
親子）

大島児童館（☎28-2655）
７日（土）10:00 ～「ウォータージェットであそぼう」（小学生）
19日（木）10:30 ～「ウォータープレイマットであそぼう」（乳幼児親子）

鮪立児童館（☎32-3189）
５日（木）10:00 ～ 夏だ会！（小学生・定員 25名、要申込）
26日（木）10:30 ～ 誕生会＆わくわくドキドキ♡おまつりごっこ（乳幼児親子）

★は市内在住者に限ります

　子育て情報サイト「ぽけっと」で
は、最新の子育て関連情報を掲載し
ています。アプリは、プッシュ通知
機能が使えるほか、子育て情報誌「ぽ
けっと」が電子書籍で読めます。

子育て情報アプリ「ぽけっと」
インストールしてますか？

◀ iOS

Android ▶

　　　　　

　市では、本年10月から、保護者の所得額に関係なく、出生から18歳到達の年度末までのお子さんの医療費（医
療保険適用の入院、通院、調剤）の一部負担金を助成します。
　新たに対象となる方（本市に住民登録のある16歳から18歳の方と、中学３年生までの方でこれまで登録申請
を一度もしたことがない方）には、７月下旬に資格登録申請の案内を送付していますので、８月25日（水）まで
に申請をお願いします。郵便でのお早目の申請にご協力ください。
　また、現在、子ども医療費助成受給者証の交付を受けている方と、所得制限により受給資格について却下通知を
受けている方は、資格登録がありますので新たな申請は不要です。
　10月からの「子ども医療費助成受給者証」は９月下旬に送付します。
　なお、お子さんの住民登録が本市にない場合も、保護者の住民登録が本市にあり、他市町村の医療費助成の対象
とならない際には、登録申請により本市で助成することができますので、保険年金課までご相談ください。
問保険年金課 医療給付係 ☎ 22-6600 内線 376、377、389

新たに子ども医療費助成の対象となる方の申請を受付しています！

   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。
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◇日　時　 ８月 21日（土）午前 10時から正午
まで

◇場　所　中央公民館　第２～４会議室

◇対象者　 子育て中の親子（１歳未満のお子様も
参加できます）

◇内　容　 「歯みがきるんるん♪～気楽に歯みがき～」
　　　　　 毎日の歯みがき。ストレスの少ない楽

しみながらできる歯みがきと虫歯予防
をご指導いただきます。

◇講　師　菅原歯科医院　菅
すが
原
わら
　恭

きょう
　先生

　　　　　 講演の後は、情報交換会や育児相談会
を開催します。

◇定員・参加費　10組・無料（入退室自由）

◇申込方法　 電話またはメール（８月10日（火）
から受付開始・要申込）

申問生涯学習課 ☎ 22-3442
✉ kyosho@kesennuma.miyagi.jp

※ 次回予告：９月４日（土）に本吉公民館で「親
子で音楽エクササイズ」を開催します。
　受付は８月23日（月）から開始します。

　母子・父子家庭などを対象とした手当と医療費助
成を引き続き受給する場合は、毎年８月に「現況届」
の提出が必要です。
　現在受給されている方には通知書を郵送します。
手当の種類、内容により必要書類などが異なります
ので、通知書の記載内容をご確認のうえ、受付窓口
までお越しください。
■集中受付期間と時間及び受付会場
　 ８月２日（月）から８月31日（火）までの月・火・月・火・
金金曜日
　８:30～ 19:00　※土日・祝日除く
　市ワン・テン庁舎　大ホール
　○唐桑地域にお住まいの方のみ
　８月２日（月）から８月31日（火）まで
　９:00～ 16:00　※土日・祝日除く
　唐桑総合支所 保健福祉課
　○本吉地域にお住まいの方のみ
　８月２日（月）から８月31日（火）まで
　９:30～ 16:00　※土日・祝日除く
　本吉総合支所 保健福祉課
■問い合わせ先
・子ども家庭課 ☎ 22-6600 内線 276
・唐桑総合支所 保健福祉課 ☎ 32-4811
・本吉総合支所 保健福祉課 ☎ 42-2975

「子育てほっとサロン」
参加者募集！！

現況届の提出をお忘れなく
「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」
「母子・父子家庭医療費助成」
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（前開庁日までに要予約）

 19 日（木）午前 いこい
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
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※状況により、内容の一部変更または中止になることがありますのでご了承ください。
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子子育て関連育て関連
イベントイベント
場所・問い合わせ先場所・問い合わせ先 日時（８月）日時（８月） 内容（対象など）内容（対象など）

気仙沼子育て支援センター
（☎23-4648）

27 日（金）10:30 ～ ホヤ・ホヤ・海の子！おやこであそぼう（０歳児と保護者・定員
15組、８／ 11～ 8／ 26までに要申込）★

31日（火）10:30 ～ 誕生会＆絵本となかよし♡とことこおはなし会（１歳以上児と保
護者・定員 15組、８／ 11～８／ 29までに要申込 )★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 27 日（金）10:00 ～ ８月生まれのお誕生会（乳幼児親子）

赤岩児童館（☎22-6879） 20 日（金）10:00 ～ 木工教室（小学生）

鹿折児童館（☎22-6877）
19 日（木）10:00 ～ おもしろスライム実験！（小学生）

26日（木）10:30 ～ ひんやりプニプニ！不思議なセンサリーバッグを作ろう（乳幼児
親子）

大島児童館（☎28-2655）
７日（土）10:00 ～「ウォータージェットであそぼう」（小学生）
19日（木）10:30 ～「ウォータープレイマットであそぼう」（乳幼児親子）

鮪立児童館（☎32-3189）
５日（木）10:00 ～ 夏だ会！（小学生・定員 25名、要申込）
26日（木）10:30 ～ 誕生会＆わくわくドキドキ♡おまつりごっこ（乳幼児親子）

★は市内在住者に限ります

　子育て情報サイト「ぽけっと」で
は、最新の子育て関連情報を掲載し
ています。アプリは、プッシュ通知
機能が使えるほか、子育て情報誌「ぽ
けっと」が電子書籍で読めます。

子育て情報アプリ「ぽけっと」
インストールしてますか？

◀ iOS

Android ▶

　　　　　

　市では、本年10月から、保護者の所得額に関係なく、出生から18歳到達の年度末までのお子さんの医療費（医
療保険適用の入院、通院、調剤）の一部負担金を助成します。
　新たに対象となる方（本市に住民登録のある16歳から18歳の方と、中学３年生までの方でこれまで登録申請
を一度もしたことがない方）には、７月下旬に資格登録申請の案内を送付していますので、８月25日（水）まで
に申請をお願いします。郵便でのお早目の申請にご協力ください。
　また、現在、子ども医療費助成受給者証の交付を受けている方と、所得制限により受給資格について却下通知を
受けている方は、資格登録がありますので新たな申請は不要です。
　10月からの「子ども医療費助成受給者証」は９月下旬に送付します。
　なお、お子さんの住民登録が本市にない場合も、保護者の住民登録が本市にあり、他市町村の医療費助成の対象
とならない際には、登録申請により本市で助成することができますので、保険年金課までご相談ください。
問保険年金課 医療給付係 ☎ 22-6600 内線 376、377、389

新たに子ども医療費助成の対象となる方の申請を受付しています！

   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。
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お子さんの写真を市ＬＩＮＥで募集中！
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◇日　時　 ８月 21日（土）午前 10時から正午
まで

◇場　所　中央公民館　第２～４会議室

◇対象者　 子育て中の親子（１歳未満のお子様も
参加できます）

◇内　容　 「歯みがきるんるん♪～気楽に歯みがき～」
　　　　　 毎日の歯みがき。ストレスの少ない楽

しみながらできる歯みがきと虫歯予防
をご指導いただきます。

◇講　師　菅原歯科医院　菅
すが
原
わら
　恭

きょう
　先生

　　　　　 講演の後は、情報交換会や育児相談会
を開催します。

◇定員・参加費　10組・無料（入退室自由）

◇申込方法　 電話またはメール（８月10日（火）
から受付開始・要申込）

申問生涯学習課 ☎ 22-3442
✉ kyosho@kesennuma.miyagi.jp

※ 次回予告：９月４日（土）に本吉公民館で「親
子で音楽エクササイズ」を開催します。
　受付は８月23日（月）から開始します。

　母子・父子家庭などを対象とした手当と医療費助
成を引き続き受給する場合は、毎年８月に「現況届」
の提出が必要です。
　現在受給されている方には通知書を郵送します。
手当の種類、内容により必要書類などが異なります
ので、通知書の記載内容をご確認のうえ、受付窓口
までお越しください。
■集中受付期間と時間及び受付会場
　 ８月２日（月）から８月31日（火）までの月・火・月・火・
金金曜日
　８:30～ 19:00　※土日・祝日除く
　市ワン・テン庁舎　大ホール
　○唐桑地域にお住まいの方のみ
　８月２日（月）から８月31日（火）まで
　９:00～ 16:00　※土日・祝日除く
　唐桑総合支所 保健福祉課
　○本吉地域にお住まいの方のみ
　８月２日（月）から８月31日（火）まで
　９:30～ 16:00　※土日・祝日除く
　本吉総合支所 保健福祉課
■問い合わせ先
・子ども家庭課 ☎ 22-6600 内線 276
・唐桑総合支所 保健福祉課 ☎ 32-4811
・本吉総合支所 保健福祉課 ☎ 42-2975

「子育てほっとサロン」
参加者募集！！

現況届の提出をお忘れなく
「児童扶養手当」「特別児童扶養手当」
「母子・父子家庭医療費助成」
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