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☎354－6888　FAX355－1022

開　館　時　間　　
月～土曜日　午前９時開館
小学生：午後４時30分まで（11月～3月)
中学生：午後６時まで　高校生：午後７時まで
新型コロナウイルス感染予防のため、開館時間
短縮しています。詳しくは児童館までお問い合
せください。

休　　館　　日　　
日曜・祝日・年末年始（12月28日～１月４日）　

松島町児童館
じ　　　どう　　  かん

松島町
子育て
支援サイト

https://matsushima-kosodate.com/

松島町こども
支援班
Facebook

https://www.facebook.com/
MatsuKodomo/

松島の子育て 検索

ひまわり学級では、「みんなで守る、みんなの命」というプログラムに参加し、
災害・防災について学びました。身近な物で人を助ける方法、いざという時
に自分の身を守る術について学びました。

１月 24日㊊スミセイアフタースクールプロジェクトに参加１月 24日㊊スミセイアフタースクールプロジェクトに参加

幼児親子さんを対象にマリンバの演奏を鑑賞しました。様々な打楽器を紹介
してもらい、子ども達も自前の楽器「手」を叩いて演奏に参加しました。

１月 29日㊏文化芸術による子供育成総合事業「パーカッション」１月 29日㊏文化芸術による子供育成総合事業「パーカッション」

教　　室　　名 日  程 時　　間 内　　   　　　　　　　　容

✿読み聞かせの会

✿リズムあそびの会

✿なかよし教室

３月７日㊊

３月９日㊌

３月16日㊌

午前10時30分　
～午前11時

午前10時30分　
～午前11時

午前10時30分　
～午前11時30分

読み聞かせボランティア「おはなしころころ」さんによる絵本や紙芝居、
パネルシアターなど児童文化を楽しみます。

ピアノの先生と一緒にリトミックを楽しみます。日々の育児のヒントにも
なりますよ♪

保育士の先生やお友達と一緒にクラス活動を経験します。２～３歳児の教
室です。

■親子教室等の日程（下記の教室は登録、申し込みした親子が対象です）

希望者は予約が必
要です

0歳～ 18歳までの
本人と保護者

「希望園」は、親子が一緒に療育を受けながら、お子さ
まにとって必要な生活習慣の確立と成長に関する支援
を行っている場所です。

松島町の保健師、栄養士とお子さまの成長や予防接種、
ことば、離乳食についてお話ししませんか？気軽に遊
びに来てください♪

児童館に集まった洋服などを安価で販売し、収益は児
童館のおもちゃや絵本購入に充て、子ども達がより楽
しく児童館で遊べるようにしていきたいと考えていま
す。ご協力お願いします。

乳児（0歳児）親子

✿■各イベント開催のご案内 マークは、乳幼児親子向けのイベントです。

リサイクル広場

対　　　　象イ　ベ　ン　ト　 日  程 時　　間 内　　   　容

✿希望園に行ってみよう会

✿どんぐり保健室
  ※予約不要

✿赤ちゃんほっとサロン
　※予約不要

希望者

３月15日㊋

３月18日㊎

３月22日㊋

３月10日㊍
３月11日㊎

午前10時
　～午前11時30分

午前10時
　～午前11時30分

午前10時
　～午前11時30分

午前9時～午後4時

初めての育児や、赤ちゃんとの生活で戸惑うこともあ
るかと思います。保健師と一緒に、赤ちゃんのこと、
母乳のことなどお話ししてみませんか？ 赤ちゃんを囲
みながらほっと一息つける時間を過ごしましょう。

松島人形劇団ピノキオさんの公演です。小さいお子さ
んも楽しめる内容ですので、ぜひ遊びに来てください。
申し込みは不要です。

✿人形劇鑑賞会 ３月23日㊌ 午前10時30分
　～午前11時

町内在住の
乳幼児親子

教　　室　　名 対象【定員】 回数 時間【開催予定曜日】 内　　   　　　　　　　　容

✿読み聞かせの会

✿リズムあそびの会

✿なかよし教室

初回：4月18日㊊

初回：5月11日㊌

初回：4月27日㊌

おおむね 2歳～

おおむね 2歳～

平成 30年４月２日～
令和２年４月１日生

【定員：20組】

【定員：15組】

【定員：15組】

午前10時30分～午前11時

午前10時30分～午前11時

午前10時30分～午前11時30分

【月曜日】

【水曜日】

【水曜日】

絵本や紙芝居、パネルシアターなどの児童文化を親子
で楽しみます。

保育士の先生やお友達と一緒に喜びを共有し、ルール
を守ることや集団で遊ぶ楽しさに触れられるよう１年
間の保育を計画しています。※初回に、１年分の材料代
として 1,000 円集金させて頂きます。

親子で季節の歌に親しんだり、リズムに合わせて体操
をしたり、楽器に触れたりしながら音楽を楽しみます

■令和４年度 未就学児親子対象年間各種教室募集開始！！　 ３月７日㊊ 午前９時から受付開始します！

月１回

月１回

隔月１回

●健康長寿課健康づくり班（保健福祉センターどんぐり）☎355－0703
■乳幼児健診のご案内
イ　ベ　ン　ト　 日　 程 受　付　時　間 場　    所 内　　　　　　容

モグモグ教室

3～4か月児健診

1歳 6か月児健診

３月16日㊌

３月 18日㊎

３月 22日㊋

午前 10時～午前 10時 15分

午後０時 45分～午後 1時

午後０時 45分～午後 1時

令和 3年 7月～8月生

令和３年10月22日～12月18日生

令和２年 6月～8月生

JA高城避難所３階

■その他のご案内
イ　ベ　ン　ト　 日  程 時　　間 場　　所 内　　   　容

母子健康手帳の交付

　　健康相談（電話・来所）
～赤ちゃんから成人の
方どなたでも～

午前９時30分
　～午前 11時

午前 8時 30分
　～午後 5時

※左記の日程以外での交付も可能なのでご連絡くださ
　い。
※マイナンバーが確認できる書類と、運転免許証など
　の身元確認書類をお持ちください。

健康や栄養、歯科口腔に関することなど保健師、管理
栄養士、歯科衛生士が幅広く相談に応じます。
※来所による相談は予約制となります。

３月７日㊊
28日㊊ 

平日

保健福祉センター
どんぐり

BCG予防接種 午前11時 15分
～午前 11時 45分 対象：令和３年８月 19日～10月 1日生３月１日㊋ JA高城避難所 3階

木村　夏萌
加藤　衣織
及川知夏美

ちゃん

ちゃん

ちゃん

くん

くん

（磯崎）

（本郷）

（磯崎）

石川　栞大
木舟　彩翔

（高城）

（高城）

佐々木駿灯
田代　結葉

くん

ちゃん

（本郷）

（本郷）

鈴木　美羽
岩本　　護

ちゃん

くん

（磯崎）

（松島）

2月18日の３歳６か月児健診で、むし歯のなかったお子さんを紹介します。
今月のピカピカ賞今月のピカピカ賞

受診した10 名中 9名が「ピカピカ賞」でした。
これからも良い食習慣と歯みがきを続けて、きれいな歯を維持しましょう！

きむら なつめ

かとう いおり

おいかわ ち な み

いしかわ かんた

きぶね あやと

ささき しゅんと

たしろ ゆいは まもる

すずき

いわもと

みう

　さまざまな事情で自分の家族と暮らせない子どもたちがいます。
そのような子どもたちを家庭に迎え入れ、子どもの健やかな育ちを
応援する。それが里親制度です。
　説明会では、里親制度のお話や里親体験談、さらに個別相談会を
行います。個別相談会のみの参加もお待ちしています。お気軽にお
越しください。
※新型コロナウイルス感染状況により、開催を中止にする場合があります。　
　詳細は「けやき」までお問い合せください。　
【県南部エリア開催】
 ●日時　３月26日㊏　午後１時30分～午後４時
 ●場所　名取市文化会館　会議室（名取市増田柳田520） 
【登米・石巻エリア 開催】
 ●日時　３月27日㊐　午後１時30分～午後４時
 ●場所　石巻市蛇田公民館　会議室B・C（石巻市恵み野2丁目11-1）

 ●問合先　社会福祉法人仙台キリスト教育児院　みやぎ里親支援センター けやき
　　　　 　☎718－1031　FAX343－8144
　　　　 　https://miyagisatooya-keyaki.com/

里親制度広域説明会の開催について里親制度広域説明会の開催について

　宮城県と宮城県歯科医師会では、「全身の健康は、
歯の健康管理から」という予防意識の啓発と、「80歳
で自分の歯を20本以上保とう」という8020運動推進
の一環として、２つのコンクールを実施しています。
　歯に自信のある方、ぜひご応募ください。
「歯つらつファミリーコンクール」
●対象者　
・平成29年９月～平成30年８月生まれの子と、
　その親およびその家族
・むし歯がない状態（または治療済み）の親子
「8020よい歯のコンクール」
●対象者
・満80歳以上で、現在歯が20本以上（治療完了）
　で、健康状態の良好な方
●応募期間　３月１日㊋～３月31日㊍
●問合先　・通院している歯科医院
　　　　　・健康長寿課健康づくり班　 
　　　　　　☎355－0703

令和４年度宮城県よい歯の
コンクール応募のお知らせ
令和４年度宮城県よい歯の
コンクール応募のお知らせ


