
   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。

相談・教室名 受付日時（２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）

 ９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

21 日（月） 午前 いこい

24 日（木） 9:30 ～ 鮪立児童館

かみかみ教室
（要予約・定員 10 組）  ８日（火） 10:15 ～

10:30 すこやか
生 後 ８ ～ 12 カ
月のお子さんと
家族

ミニ講話など（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（２月）日時（２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）

17 日（木） 10:30 ～ きょうのおはなしなあに？（０歳児と保護者・定員 15 組、
２／８～２／ 16 までに要申込）★

25 日（金） 10:30 ～ お誕生会＆ひなまつり　きねんてがたをとろう！（１歳以上
児と保護者・定員 15 組、２／８～２／ 24 までに要申込）★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 25 日（金） 10:00 ～ ２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） 20 日（日）  9:30 ～ みんなで enjoy ☆世代間交流！（小学生・定員 12 人、

２／２～２／ 12 までに要申込）★

赤岩児童館（☎22-6879） 26 日（土） 10:30 ～ じどうかんってどんなところ？～ 2022ver　小学生と遊ぼ
う☆～（年長児と保護者、要申込）

鹿折児童館（☎22-6877）
 ２日（水） 10:30 ～ 誕生会＆豆まきをしよう！（乳幼児親子）

19 日（土） 10:00 ～ プラバンキーホルダーを作ろう（小学生）

大島児童館（☎28-2655）
 ３日（木） 10:30 ～ 「桃太郎と鬼退治＆誕生会」（乳幼児親子）

 ５日（土） ① 9:30 ～
②14:00 ～

「チョコレートクッキング」（小学生・定員各６人、材料費
200 円、２／４までに要申込）

鮪立児童館（☎32-3189）
 ５日（土） 10:30 ～ マジックショー（小学生・定員 20 人、要申込）

16 日（水） 10:30 ～ 誕生会＆人形劇をみよう（乳幼児親子）
★は市内在住者に限ります

24 日（木）10：30 ～　にんにん☆にんじゃごっこをしよう☆（乳幼児親子対象）
おでかけ児童館 in 面瀬ふれあいセンター（赤岩児童館に要申込）Pick up!

気仙沼児童センターからお知らせ気仙沼児童センターからお知らせ
　気仙沼児童センターに、みやぎ心のケアセンター気仙沼地域センターのスタッフが月に１回来訪し
ます。子育てに関することやお子さん、ご自分の体調に関することなど、気軽
にお話ししてみませんか。
　詳しくはお問い合わせください。
■日時／２月16日（水）午前10時から午後４時まで
問気仙沼児童センター　☎23-4648

   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。

■日　時／２月12日（土）午前10時から正午まで
■場　所／中央公民館　ホール
■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／「ラブソンガーズの親子コンサート」
　　　　　親子で楽しむ音楽会。「LOVE SONGERS」の生演奏でお送りします。
■講　師／ LOVE SONGERS
■定員・参加費／10組・無料（入退室自由）
■申込方法／Eメールのみ（２月１日（火）から受付開始・要申込）
　　　　　　✉ kyosho@kesennuma.miyagi.jp
■問い合わせ／生涯学習課 ☎ 22-3442
※ 次回予告：３月５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２月14日（月）から開始します。

「子育てほっとサロン」参加者募集！！
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