
   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。

　市では、保育に携わる方に対し、次のよう
な事業を実施しています。詳しくは、お問い
合わせください。
問子ども家庭課 ☎22-6600 内線 445

保育士バンク登録
　保育士資格をお持ちの方の登録制度
（保育士バンク）を導入しています。通
年募集をしていますので、登録にご協力
ください。
　登録後、ご希望の勤務条件に合う内容
の求人募集についてご案内します。
●保育資格　 保育士、幼稚園教諭、養護

教諭、小学校教諭

保育人材確保対策事業
①就職助成金
　新規学卒者や市内の潜在保育士等（１年以上離職し
ていた保育士等の有資格者）の新規就職に助成します。
● 対象者／市内の民間の保育所等へ新たに就職し、１
年以上の雇用契約となっている保育士、幼稚園教諭
等の有資格者（非正規雇用を含む）。
②移住費用助成金
　市内の民間の保育所等に就職するため、Ｕ・Ｉ・Ｊター
ンにより、市内に住所を移す場合に助成します。
● 対象者／就職助成金の対象者およびその世帯員で、就
職日前後１月以内に移住した方。
③保育士等奨学金返済支援補助金交付事業
　奨学金を利用して保育士資格等を取得し、市内の保
育所等に就職した方に対し、奨学金の返済額の一部を
補助します。
● 対象者／市内の保育所等へ新たに就職した、保育士、
幼稚園教諭等の有資格者（非正規雇用を含む）で、奨
学金の返済を行っている方（日本学生支援機構奨学金
等の貸与型奨学金で償還免除を受けていない方）。た
だし、市の正規職員を除く。

気仙沼の保育施設で
働きませんか？

令和４年度ひとり親家庭等就業支援講習会

申・問公益財団法人宮城県母子福祉連合会（宮城県母子・父子福祉センター内）
〒983-0832　仙台市宮城野区安養寺３丁目７－３　☎・FAX：022-256-6512

パソコン講習会 エクセル 2019
日曜コース

■日時／４月17日から７月17日　各日曜日
　　　　午前９時～午後５時　計14回
■会場／宮城県母子・父子福祉センター
　　　　（仙台市宮城野区安養寺３丁目７－３）
■対象／ 宮城県在住のひとり親家庭の親または

寡婦で、全日程受講できる方
■定員／10人程度
■受講料／無料
■教材費・検定料／16,000円程度
■託児／３歳から小学校３年生まで（託児料無料）
■申込期間／ ３月11日（金）から３月31日（木）

まで
■ 申込方法／官製ハガキまたは FAXに講習名、
住所、氏名、電話番号、託児の有無（年齢）
を記入して、３月31日（木）（必着）までに、
宮城県母子福祉連合会へお申し込みください。
※定員を超えた場合は、選考となります。

介護職員初任者研修　春期
■日時／４月10日から９月25日　各日曜日
　　　　 午前９時～午後５時10分　計23回
　　　　（実習２日を含む）
（８月14日はお盆休講、９月４日から９月18
日は施設実習期間のため講習会なし）
■会場／宮城県母子・父子福祉センター
　　　　（仙台市宮城野区安養寺３丁目７－３）
■対象／ 宮城県在住のひとり親家庭の親または

寡婦で、全日程受講できる方
■定員／15人程度
■受講料／無料
■教材費・実習費／9,000円程度
■託児／３歳から小学校３年生まで（託児料無料）
■申込期間／ ３月１日（火）から３月23日（水）

まで
■ 申込方法／官製ハガキまたは FAXに講習名、
住所、氏名、電話番号、託児の有無（年齢）
を記入して、３月23日（水）（必着）までに、
宮城県母子福祉連合会へお申し込みください。
※定員を超えた場合は、選考となります。
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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。

※ 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。

相談・教室名 受付日時（３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）

 ８日（火） 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

14日（月） 午前 いこい

先輩ママとの交流会
（要予約・定員８組）  ９日（水） 10:00 ～

10:15 すこやか
生後２～６カ月
までのお子さん
とママ

ベビーマッサージ～親子でふれあ
い癒やしタイム～聞いてみよう！
みんなの出産、子育て体験談（バ
スタオル、飲み物、その他お子さ
んに必要なもの）
※ 申込は子育て世代包括支援セン
ター「すこやか」へ

離乳食教室
（要予約・定員 10組） 10日（木） 10:15 ～10:30 すこやか

生後５～６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

問すこやか☎21-1212 ／いこい（本吉）☎25-7645 ／
　子育て世代包括支援センター「すこやか」☎29-6446

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（３月）日時（３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）

10 日（木） 10:30 ～ おやこでわくわく♡バルーンあそび（０歳児と保護者・定員
15組、３／１～３／９までに要申込）★

16日（水） 10:30 ～ お誕生会＆バルーンであそぼう！（１歳以上児と保護者・定
員 15組、３／１～３／ 15までに要申込）★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 18 日（金） 10:00 ～ ３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） 19 日（土）  9:30 ～ みんなでenjoy☆世代間交流！（小学生・定員10人、３／３

～３／16までに要申込）★

赤岩児童館（☎22-6879）
 ５日（土） 10:00 ～ 小学生ボッチャ大会（小学生、松岩公民館で開催）

19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）
17 日（木） 10:30 ～ 誕生会＆お店屋さんごっこ（乳幼児親子）
19日（土） 10:00 ～ ジャンボすごろく大会（小学生）

大島児童館（☎28-2655）
10 日（木） 10:30 ～ 「みんな大きくなったね＆誕生会」（乳幼児親子・定員６組、

３／８までに要申込）
12日（土） 13:30 ～ 「お別れ卓球大会」（小中学生）

鮪立児童館（☎32-3189）
 ３日（木） 10:30 ～ 誕生会＆ひなまつりを楽しもう（乳幼児親子）
19日（土） 10:30 ～ きろくにちょうせん！第３弾！（小学生・定員15人、要申込）

★は市内在住者に限ります

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
ココロほっと相談
■日時／３月23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。

「子育てほっとサロン」
参加者募集！！

■日時／３月５日（土）
　　　　午前10時から正午まで
■場所／本吉公民館　婦人研修室
■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／『親子で音楽エクササイズ～』
　 子どもは体を動かしたいけど、大人はおっく
う。一緒に楽しむメニューで家でも親子エク
ササイズ！親子別々メニューもあります。
■講師／HIP KIDS CLUB 代表
　　　　阿

あ

部
べ

 純
じゅん

子
こ

 先生
　※ 講演の後は情報交換や育児相談会を開
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
申・問生涯学習課 ☎22-3442
　　　✉ kyosho@kesennuma.miyagi.jp

令和３年度 子育て支援セミナー
「急がず、あせらず、ゆっくりと。

自分らしい子育てのコツ」
　子供の成長をゆったりとした気持ちで見
守り、日々の子育てを楽しむためのコツを
助産師さんがお伝えします。
■日時／３月16日（水）
　　　　午前10時～11時 30分
■場所／すこやか　多目的ホール
■対象／子育て世代の家族・市民
■定員／20人
■ 申込方法など／参加費無料。３月10日
（木）までに電話で要申込。託児はありま
せんので、お子様と一緒に参加する場合
は、申し込み時に相談ください。
■ 講師／大

おお

森
もり

 美
み

和
わ

 氏（にじのわ助産院 助産
師、NPO法人 プロジェクトK 代表理事）

問子育て世代包括支援センター ☎29-6446
　健康増進課 ☎21-1212

お子さんの写真を市ＬＩＮＥで募集中！

ええががおおのの
ひひろろばば

佐
ささ

藤
とうとう

　環
めぐるめぐる

 くん 0
R3.8 生（本吉）

佐
ささ

藤
とうとう

　陽
ようよう

李
りり

 くん 0
R3.7 生（気仙沼）

佐藤　陽李 くん 0
R3.7 生（気仙沼）
渡
わたわた

邊
なべなべ

　結
ゆうゆう

琉
りり

 ちゃん 0
R3.6 生（松岩）岩

いわいわ

本
もともと

　泉
いずいず

玖
きき

 くん ❶R3.1 生（気仙沼）

広報

2022.3.1 18



   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。

※ 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。

相談・教室名 受付日時（３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）

 ８日（火） 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

14日（月） 午前 いこい

先輩ママとの交流会
（要予約・定員８組）  ９日（水） 10:00 ～

10:15 すこやか
生後２～６カ月
までのお子さん
とママ

ベビーマッサージ～親子でふれあ
い癒やしタイム～聞いてみよう！
みんなの出産、子育て体験談（バ
スタオル、飲み物、その他お子さ
んに必要なもの）
※ 申込は子育て世代包括支援セン
ター「すこやか」へ

離乳食教室
（要予約・定員 10組） 10日（木） 10:15 ～10:30 すこやか

生後５～６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

問すこやか☎21-1212 ／いこい（本吉）☎25-7645 ／
　子育て世代包括支援センター「すこやか」☎29-6446

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（３月）日時（３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）

10 日（木） 10:30 ～ おやこでわくわく♡バルーンあそび（０歳児と保護者・定員
15組、３／１～３／９までに要申込）★

16日（水） 10:30 ～ お誕生会＆バルーンであそぼう！（１歳以上児と保護者・定
員 15組、３／１～３／ 15までに要申込）★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 18 日（金） 10:00 ～ ３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） 19 日（土）  9:30 ～ みんなでenjoy☆世代間交流！（小学生・定員10人、３／３

～３／16までに要申込）★

赤岩児童館（☎22-6879）
 ５日（土） 10:00 ～ 小学生ボッチャ大会（小学生、松岩公民館で開催）

19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）
17 日（木） 10:30 ～ 誕生会＆お店屋さんごっこ（乳幼児親子）
19日（土） 10:00 ～ ジャンボすごろく大会（小学生）

大島児童館（☎28-2655）
10 日（木） 10:30 ～ 「みんな大きくなったね＆誕生会」（乳幼児親子・定員６組、

３／８までに要申込）
12日（土） 13:30 ～ 「お別れ卓球大会」（小中学生）

鮪立児童館（☎32-3189）
 ３日（木） 10:30 ～ 誕生会＆ひなまつりを楽しもう（乳幼児親子）
19日（土） 10:30 ～ きろくにちょうせん！第３弾！（小学生・定員15人、要申込）

★は市内在住者に限ります

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
ココロほっと相談
■日時／３月23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。

「子育てほっとサロン」
参加者募集！！

■日時／３月５日（土）
　　　　午前10時から正午まで
■場所／本吉公民館　婦人研修室
■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／『親子で音楽エクササイズ～』
　 子どもは体を動かしたいけど、大人はおっく
う。一緒に楽しむメニューで家でも親子エク
ササイズ！親子別々メニューもあります。
■講師／HIP KIDS CLUB 代表
　　　　阿

あ

部
べ

 純
じゅん

子
こ

 先生
　※ 講演の後は情報交換や育児相談会を開

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

令和３年度 子育て支援セミナー
「急がず、あせらず、ゆっくりと。

自分らしい子育てのコツ」
　子供の成長をゆったりとした気持ちで見
守り、日々の子育てを楽しむためのコツを
助産師さんがお伝えします。
■日時／３月16日（水）
　　　　午前10時～11時 30分
■場所／すこやか　多目的ホール
■対象／子育て世代の家族・市民
■定員／20人
■ 申込方法など／参加費無料。３月10日
（木）までに電話で要申込。託児はありま
せんので、お子様と一緒に参加する場合
は、申し込み時に相談ください。
■ 講師／大

おお

森
もり

 美
み

和
わ

 氏（にじのわ助産院 助産
師、NPO法人 プロジェクトK 代表理事）

問子育て世代包括支援センター ☎29-6446
　健康増進課 ☎21-1212

お子さんの写真を市ＬＩＮＥで募集中！
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