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●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

☎354－6888　FAX355－1022

■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。★マークは、小・中学生向けのイベントです。　

開　館　時　間　　
月～土曜日　午前９時開館
小学生：午後５時まで （４月～１０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

　宮城県では、「ちょっとずつ塩
ｅｃｏあと３ｇ」と「野菜を食べよ
う ベジプラス１００」の２つを大
きな目標としています。

６月は食育月間です！

「だし」を活用しましょう「だし」を活用しましょう
かつお節や昆布などで料理の「う
まみ」を引き出しましょう!

1

めん類の汁は残しましょうめん類の汁は残しましょう
ラーメン 1 杯の塩分量は、おお
よそ 5.0g です。うどんは、作る
過程でも塩分が使われています。

3

減塩商品を利用しましょう減塩商品を利用しましょう
減塩しょうゆや減塩みそなどの減
塩商品を上手に利用しましょう。

4

汁物は1日1杯に努めましょう汁物は1日1杯に努めましょう
汁物は、塩分が多く使われがちで
す。具だくさんにすると、食材の
味が濃く出るため調味料の使用
量が少なくてもおいしく食べるこ
とができます。

2

野菜（特にほうれん草、小松菜、か
ぼちゃなど）に多く含まれるカリウムに
は、体内のナトリウムを排泄するはた
らきがあります。

　1歳6か月児健診、２歳６か月児歯科健診で希望
者にフッ化物塗布をしています。コロナウイルス
感染予防のため、学校などの歯磨きが中止になっ
ている場合もあります。口の清潔が感染予防にな
ります。かかりつけ歯科医を受診するなど、歯と
口の状態を確認して健康に努めましょう。

第一幼稚園（歯のぬり絵をしました）

＊松島町学校保健委員会資料から引用
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標語「一生を  共に歩む  自分の歯」標語「一生を  共に歩む  自分の歯」

■乳幼児健診のご案内

■その他のご案内

対　　　　象イ　ベ　ン　ト　 日  程 時　　間 内　　   　容

✿リトミックの日

✿赤ちゃんほっとサロン
※予約不要

✿希望園に行ってみよう会

✿どんぐり保健室

未就学児親子

乳児（0歳児）親子

希望者は予約が必
要です

0歳～ 18歳までの
お子さまと本人

6月 9日㊌　

６月 15日㊋

６月 18日㊎

６月 28日㊊

午前10時30分
　　　～午前11時

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

ピウピアノ音楽教室の鈴木先生がボランティアで児童館に
遊びに来てくれます。音楽に興味のある親子さん集まれ♬

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。助産師・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。
「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
びに来て下さい♪

イ　ベ　ン　ト　 日  程 時　　間 内　　   　　　　　　　　容
■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）

✿読み聞かせの会

✿親子ヨガ教室

✿なかよし教室

6月 7日㊊

６月 10日㊍

6月 16日㊌

午前10時30分　
　～午前11時

午前10時
　　～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。

ヨガには、「姿勢の改善」「運動機能の向上」「リラックス効果」があるといわれてい
ます。親子で簡単に取り組めるポーズも沢山ありますよ！講師は、尾形華香先生です。

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。

イ　ベ　ン　ト　 日　 程 時　　間 場　    所 内　　　　　　容

２歳６か月児歯科健診

１歳６か月児健診

６月２２日㊋

６月２９日㊋

午後０時 45分～
～午後１時

午後０時 45分～
～午後１時

平成 31年 1月～　　　　　
平成 31年２月～　　　　　

令和元年 10月～　　　　　
令和元年 12月生

JA高城避難所３階

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～

　 ※来所による相談は
　 　予約制となります。

６月 7日㊊
21日㊊

平日

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。

保健福祉センター
どんぐり

「歯と口の健康週間」は、歯と口の健康に関する正しい知識を持ち、口の病気の予防に関する良い習慣をつ
け、歯の健口寿命を延ばし、全身の健康増進を推進する週間です。

松島町（令和２年）

宮城県（令和元年）

全　国（令和元年）

０.３５本

０.６４本

０.４４本

０.０４本

０.０４本

０.０３本

０.９９本

１.００本

０.７０本

1歳6か月児 3歳6か月児 12歳児

6月４日～10日は、「歯と口の健康週間」です

＜子どもの１人あたり平均むし歯数＞

令和2年度松島町小中学校学年別
平均う歯本数（永久歯）

〈健　康　相　談〉対象：赤ちゃんから大人までどなたでも
　　　　　　　　　場所：保健福祉センターどんぐり（予約制）☎355－0703
〈どんぐり保健室〉対象：０歳から１８歳の方とその家族）
　　　　　　　　　場所：児童館で月１回

＊歯科相談を行っています。 〈オンライン健康相談〉
ZOOM

（松島町HP「オンライン健康相談」専用ページ）

←詳細はこちらを
　ご覧ください。

なかよし教室「いちご組」
初回は、制作をしたり、大きい絵本を見たりし
ました。お名前を呼ばれて元気にお返事できた
お友達もいましたね！！

児童館の遊具に乗ってイイお顔！
お友達と一緒にお外で遊ぶの楽しいね♡

保育士さん、助産師さん、栄養士さんによる「赤
ちゃんほっとサロン」ママたちのリフレッシュの
時間も大切ですよね。毎月１回開催予定です！

どんぐり学級“１年生歓迎会”
上級生のお兄さんお姉さん達が、自分たちでイベ
ントを考えて、準備をしました！みんなで楽しめ
ました。これからもよろしくね！

リズムあそびの会
お友達とお母さんと一緒に、うたを歌ったり、
リズム遊びを楽しみました♪

出張児童館 inひまわり学級
プラバン工作でこいのぼりのキーホルダーを作りま
した！プラバンがトースター内で縮んでいく様子を
見て大興奮でした！


