
   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（１月） 場所 対象 内容（持ち物）

離乳食教室
（要予約・定員10組） 18日（火） 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）

子育て相談
（前開庁日までに要予約）

19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

24日（月） 午前 いこい

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（１月）日時（１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）

21 日（金） 10:30 ～ かわいいオニに変身しよう♡（０歳児と保護者・定員 15組、
１／５～１／ 20までに要申込）★

26日（水） 10:30 ～ 誕生会&みんなでワイワイ！まめまきごっこ（１歳以上児
と保護者・定員15組、１／５～１／25までに要申込）★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 28 日（金） 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） 16 日（日） 10:00 ～ 新春おたのしみ会！ 2022（小学生・定員 12人、１／５～

１／ 13までに要申込）★

赤岩児童館（☎22-6879）
 ８日（土） 10:30 ～ まゆだま作り＆書初めをしよう☆（小学生）
13日（木） 10:30 ～ 2022　足形トラさんカレンダーを作ろう♪（乳幼児親子）

鹿折児童館（☎22-6877）
14 日（金） 10:30 ～ 誕生会＆ホヤぼーやと遊ぼう（乳幼児親子）
22日（土） 10:00 ～ お正月遊びを楽しもう！（小学生）

大島児童館（☎28-2655）
13 日（木） 10:30 ～ 「誕生会＆お店屋さんごっこ」（乳幼児親子）
15日（土） 10:00 ～ 「繭

まゆ

玉
だま

ならし」（小学生）

鮪立児童館（☎32-3189）
20 日（木） 10:30 ～ 誕生会＆新年おめでとう会（乳幼児親子）
22日（土） 10:30 ～ 新年の思いを書いてみよう！（小学生・定員 10人、要申込）

★は市内在住者に限ります
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20日（木）10：30～　たんたんの人形劇を観よう！（乳幼児親子対象）
おでかけ児童館 in やすらぎ��（鹿折児童館に要申込）Pick up!

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

   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／１月29日（土）午前10時から正午まで
■場　所／教育委員会　３階会議室
■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（１月17日（月）から受付開始・要申込）
申 問生涯学習課　☎22-3442
✉ kyosho@kesennuma.miyagi.jp

「子育てほっとサロン」参加者募集！！

けせんぬま子育てタウンミーティング vol. ５を開催しますけせんぬま子育てタウンミーティング vol. ５を開催します
テーマ：「つぎの一歩を一緒に考えよう！」テーマ：「つぎの一歩を一緒に考えよう！」

　気仙沼の子どもや子育て環境について市民と子育て支援団体、行政が意見交換・情報交換を行う「け
せんぬま子育てタウンミーティング vol. ５」を開催します。
　今年度は、10月 27日に vol.3、11月 23日に vol.4 を開催し、参加者から様々な情報やご意見
をいただきました。
　今回は、これまでの情報やご意見を踏まえながら、気仙沼の子育てがもっと楽しくなるためのつぎ
の一歩について、グループワークで一緒に話してみませんか。
　興味のある方はお気軽にご参加ください。
■日　時／１月22日（土）午前10時から正午まで
■会　場／気仙沼中央公民館　ホール
■定　員／30人　
■託　児／20人（未就学児に限ります。要事前申込）
　　　　　※ 託児を利用される方は、１月15日（土）までにお申し込みください。
■申込方法／申込フォーム（二次元コード）　　　参加、託児の申込はこちらから

▲

前回の様子

問子ども家庭課　☎22-3429
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　今年度は、10月 27日に vol.3、11月 23日に vol.4 を開催し、参加者から様々な情報やご意見
をいただきました。
　今回は、これまでの情報やご意見を踏まえながら、気仙沼の子育てがもっと楽しくなるためのつぎ
の一歩について、グループワークで一緒に話してみませんか。
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■日　時／１月22日（土）午前10時から正午まで
■会　場／気仙沼中央公民館　ホール
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