
   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）

24 日（火）10:30 ～ お誕生会＆とことこまめまき☆おにはそと（１歳以上の未就学児と保護者・定員 15組、１／５～１／ 21までに要申込）★
27日（金）10:30 ～ 新年だピョン♪ぴよぴよあそび（１歳未満児と保護者・定員 15組、１／５～１／ 26までに要申込）★

本吉子育て支援センター
（☎42-2031） 26 日（木）10:00 ～ １月生まれのお誕生会 in いこい（乳幼児親子）
気仙沼児童センター
（☎23-4648） 28 日（土）10:00 ～ ジャグリングショー＆体験会（小学生・定員 15人、１／５～１／ 25までに要申込）★

赤岩児童館（☎22-6879） ７日（土）10:30 ～ まゆだま作り＆お正月あそびをしよう☆（小学生）
13日（金）10:30 ～ 2023足形こうさぎカレンダーを作ろう☆（乳幼児親子）

鹿折児童館（☎22-6877） 19 日（木）10:30 ～ 誕生会＆お正月遊び（乳幼児親子）
21日（土）10:00 ～ お正月遊びをしよう（小学生）

大島児童館（☎28-2655） 12 日（木）10:30 ～
みんなでにっこり♡お正月あそびを楽しもう＆誕生会（乳幼児
親子・定員 10組、要申込）

28日（土）11:00 ～ みんなで初笑い！落語がやってくる！（小学生・定員15人、要申込）

鮪立児童館（☎32-3189） 14 日（土）10:30 ～ 書を楽しもう！（小学生・定員 10人、要申込）
19日（木）10:30 ～ 誕生会＆新年おたのしみ会（乳幼児親子）

★は市内在住者に限ります

20日（金）10:30～　新年！初詣ごっこをしよう（乳幼児親子対象・定員15組）
おでかけ児童館 in 階上公民館（鹿折児童館に要申込）Pick up!

コソダテノミカタ妊産婦向け連続講座 2022
「未知の生物　新生児を攻略！　子育てチームビルディングの秘訣」in 家カフェ HATA
■日　　時／１月 28 日（土）午前 10 時から正午まで
■場　　所／家カフェ HATA
■対　　象／妊婦、産後１年以内のママ、妊娠を考えている方、パートナーの方など
■講　　師／助産師　大
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 先生
■定員・参加費／６組程度・１人 500 円、パートナーとの参加は２人で 800 円
■申込方法／１月 25 日（水）までに申し込みフォーム（二次元コード）から申し込み
問 コソダテノミカタ事務局 ✉ kosodate.no.mikata@gmail.com

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
みやぎ心のケアセンタースタッフによる「ココロほっと相談」
子育てに関するお悩みや自身の体調に関することなどお気軽にお話ししてみませんか？
■日時／１月 20 日（金）午前 10 時から午後４時まで　問気仙沼児童センター ☎ 23-4648

教室・相談名 受付日時（１月） 場所 対象 内容（持ち物）
パパママ
Cooking 教室
（要予約・
定員 12組）

12日（木） 10:00 ～10:15
クッキング
スタジオ 妊婦と家族

調理実習、講話など（母子健康手
帳、エプロン、三角巾、筆記用具）
講師：気仙沼リアス調理製菓専門
学校の先生

子育て相談
（要予約）

13日（金） 午前
気仙沼児童
センター 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）28日（土） いこい

離乳食教室
（要予約・定員 10組） 17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）

子育て支援セミナー
「親と子のイイ関係」
（要予約・定員 20人）

21日（土）   9:45 ～10:00
子育て世代の
家族・市民

キッズスペースあり。託児なし。
講師：特別支援教育士スーパーバイザー、
宮城県発達障害者地域支援マネージャー
佐
さ
藤
とう
　牧
まき
子
こ
 氏

※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。

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 ☎ 25-7645 ／
 気仙沼児童センター ☎ 23-4648
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ひとり親世帯の経済的自立を支援します
　市では、ひとり親家庭の父または母が就業・仕事と子育てを両立しながら経済的に自立することを支
援するため、
①　「自立支援教育訓練給付金事業」と
②　「高等職業訓練促進給付金等事業」の２つの給付事業を行っています。
　　給付を受けるには条件がありますので事前にご相談ください。
■対象となる方
　父子・母子世帯の父または母で、児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準にある方
■給付事業の概要
①　「自立支援教育訓練給付金事業」
　 　雇用保険の教育訓練給付の受給資格がない方が指定教育訓練講座※を受講する場合、経費の一部を

支給。
　※ハローワークまたは厚生労働省のホームページで確認できます。
　《支給額》受講経費の 60％（上限 20 万円）
　ただし、専門実践教育訓練給付金の指定講座の場合は修学年数× 40 万円（上限 160 万円）
②　「高等職業訓練促進給付金等事業」
　 　看護師・准看護師、介護福祉士、調理師等の国家資格のほか、デジタル分野等の民間資格などの資

格を取得するため、養成機関で６月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる場合、
36 月（４年課程以上の履修が必要になる資格の場合は 48 月）を上限に、毎月定額を支給し、修了
時には一時金を支給。

　《支給額》月額 10 万円（市民税課税世帯は７万５千円）
　※修業期間の最後の 12 カ月間は、４万円が増額
　《修了支援給付金》５万円（市民税課税世帯は２万５千円）
問子ども家庭課 児童福祉係 ☎ 22-6600 内線 442

「子育てほっとサロン」参加者募集！！
■日時／１月 21 日（土）午前 10 時から正午まで　■場所／新月公民館　研修室
■対象／ 子育て中の親子（１歳未満のお子様も参加できます）
■内容／ 「絵本からの贈り物」
　　　　 絵本に込められた親の思い、子の思い。ほっとけーきの優しい読み聞かせでじっくり触れてみ

ませんか。
■講師／おはなし　ほっとけーき
■定員・参加費／ 20 組・無料（入退室自由）
　　　　　　　　※講演の後は情報交換や育児相談会を開催します。
■申込方法／電話または E メール（１月 10 日（火）から受付開始）
申・問生涯学習課 ☎ 22-3442　✉ kyosho@kesennuma.miyagi.jp
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