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【健康推進課】☎95-1111
【各総合支所市民福祉課】
河北 ☎62-2117　雄勝 ☎57-2113　河南 ☎72-2094
桃生 ☎76-2111　北上 ☎67-2113　牡鹿 ☎45-2113※新型コロナウイルスの影響により、行事などが中止や延期になる場合があります。

こころの
体温計

対象地区 健診・教室名 とき 受付時間 ところ

石巻
牡鹿

３～４カ月児健診 7日（水）・15日（木）

個別に
通知します

保健相談センター
１歳６カ月児健診 6日（火）・16日（金）・22日（木）

２歳児歯科健診 9日（金）・13日（火）・21日（水）

３歳児健診 2日（金）・8日（木）・20日（火）

河北�
雄勝
北上

３～４カ月児健診 14日（水）
※同時開催になります。 河北総合センター

「ビッグバン」３歳児健診

２歳児歯科健診 7日（水）

河南�
桃生

３～４カ月児健診 23日（金）

河南母子健康センター
１歳６カ月児健診 8日（木）

２歳児歯科健診 13日（火）

３歳児健診 15日（木）

○乳幼児の健診・相談

※対象者へは、日程や受付時間などを個別に通知しています。

○相談
相談名 内容 とき ところ 問申

健康相談 生活習慣病予防など
健康に関すること何でも

月～金（祝日を除く）
午前8時30分～午後5時 健康推進課

健康推進課
（内線２４２５）

育児相談 子どもの健康に関すること何でも 健康推進課
（内線２４２3）

こころの
電話相談

不安・不眠・ストレスなど
こころの悩みに関すること何でも

健康推進課
（内線２４２2）�
☎94-9132

栄養相談 食事と栄養に関すること何でも　
※要予約

5日（月）
午前10時～正午 保健相談

センター

健康推進課
（内線2617）

歯科相談 むし歯のチェック、歯周病予防など
歯に関すること何でも�※要予約

12日（月）
午後1時～3時

健康推進課
（内線２４１７）

要予約○心理カウンセラーによるこころの相談会

 とき ところ 担当 問申

8日（木）午前10時45分～午後3時15分
市役所２階相談室 桑島�由美 健康推進課（内線2422）

☎94-9132�22日（木）�午前10時45分～午後3時15分

19日（月）午後1時30分～5時 河南母子健康センター 樋口�広思 河南総合支所市民福祉課
☎72-2094

　不眠・不安感・ストレス・イライラ・依存症などこころの問題についての相談を行います。

愛の献血
とき ところ 受付時間
４日（日） ㈱カワチ薬品石巻西店

午前10時～11時45分
午後1時～4時30分２４日（土） イオンモール石巻３０日（金）

問　健康推進課（内線２４１８）

○蛇田お茶っこサロン
　と　き　14日（水）午前10時～11時
　ところ　新蛇田第1集会所（のぞみ野四丁目23番地）
　問 　震災こころのケア・ネットワークみやぎ（からころステーション）　☎94-2966
○わかちあいの会：大切な方を亡くした方が話せる場所です。　
　と　き　17日（土）�午後1時30分～3時30分
　ところ　石巻レインボーハウス（中里2-2-3）　
　問 　仙台グリーフケア研究会　☎070-5548-2186
※参加を希望の方は事前に問い合わせください。
○つむぎの会：さまざまな形で子どもを亡くした親の集いです。
　とき　18日（日）��午後1時　　ところ　保健相談センター
　問 　「つむぎの会」　☎０９０-８６１４-５４６６���
○まきっこの会：ひきこもりの家族会です。
　とき　18日（日）��午後１時～4時　　ところ　保健相談センター
　問　「まきっこの会」　☎080-6022-4478（高橋）�
○たんぽぽの会：自死で家族を亡くされた方の集いです。
　と　き　11日（日）��午後１時30分
　ところ　保健相談センター
　問　「たんぽぽの会」　☎�０９０-５８３５-００１７(田中）��������
○からころ相談ダイヤル　心の無料電話相談（午前10時～午後４時）
　担当：震災こころのケア・ネットワークみやぎ（からころステーション）　☎0120-322-016
○仙台いのちの電話　☎022-718-4343(24時間年中無休）
○毎月１０日「自殺予防いのちの電話」　☎0120-783-556(午前8時～翌朝8時)

問　健康推進課　☎94-9132

○各種教室・講演会
教室名 内容 とき 受付時間 ところ 問申

もぐもぐ育児教室�
（石巻会場）

対象　5～8カ月児の保護者の方
内容　離乳食の進め方、生活リズムや

発達・歯について時間を区切っ
て対応します。

7日（水）午後1時～3時30分
保健相談
センター

健康推進課
（内線２６１７）

１歳児個別育児
相談会
（石巻会場）

対象　おおむね１歳０カ月～
　　　１歳１カ月児の保護者の方　
内容　離乳食の進め方、生活リズム

や発達・歯についての個別相
談を行います。　　　

19日（月）午前9時～正午
保健相談
センター

健康推進課
（内線２６１７）

相談・教室名 内容 とき 問申

精神保健福祉相談
精神科医療機関への受診を迷っている、眠れ
ないなどのこころの悩みを抱えている方・そ
の家族

21日（水）
午後２時～5時

☎９５-１４３１
アルコール関連問題
専門相談

アルコール関連問題（ギャンブル・薬物含む）
で困っている方・その家族、関係者

16日（金）
午前10時～午後3時

○東部保健福祉事務所（県石巻合同庁舎内石巻保健所） 要予約

要予約

食 育 推 進 コ ナー ー にっこり畑で豊作だ！！

　北上こども園ではたくさんの野菜を育て
ています。水やりに草むしりと一生懸命育て
て収穫した野菜の味は格別です！
今回は「そろそろネギが食べごろだ!！」という
ことで年長児が収穫しました。大きく育った
ネギはどんな味がするか楽しみです。
　にっこり畑では、まだまだたくさんの野菜
が収穫待ちをしています。
問　健康推進課（内線2617）

市報 いしのまき　令和4年（2022年）12月号

12月の健康コーナー

新型コロナウイルスワクチン接種情報

■オミクロン株対応ワクチンの接種を実施しています！
★年内（令和4年12月末）までにオミクロン株対応ワクチンの接種をご検討ください！！
接種対象者　初回接種（1・2回目）を完了した12歳以上の全ての方
使用するワクチン　従来株とオミクロン株対応の2価ワクチン（ファイザー、モデルナ）
接種間隔　前回の接種から、少なくとも3カ月以上
接種期間　令和5年3月末まで
接種会場
集団接種会場

個別接種会場　市内41医療機関
≪予約の方法≫
①インターネット　予約専用サイトから申し込みください。
②コールセンター
③予約代行窓口　18日（日）まで�（平日：午前9時から午後4時45分、土日祝：午前10時から午後3時）
　ところ　平日：ささえあいセンター、各総合支所、各支所、土日祝：イオンモール石巻

■乳幼児（生後6カ月～4歳）のワクチン接種を実施しています！
　接種を希望する方は、接種券の発行申請が必要です。感染予防効果と副反応のリス
クの双方について、正しい知識を持っていただいたうえで、接種をご検討ください。
対象者　石巻市に住民登録のある、生後6カ月から4歳の方
接種回数　初回接種として、3回接種（1回目から3回目をセットで受けます。）
接種会場　集団接種：石巻赤十字病院（1回目…12月4日（日））
　個別接種：佐久間眼科小児科医院、佐々木医院、ものうファミリークリニック、牡鹿病院
接種券の発行方法
①インターネット　接種券発行申請サイトから申し込みください。
②コールセンター

■ノババックスや、1・2回目の接種を希望する方は、コールセンターへお電話ください！
問　石巻市新型コロナワクチンコールセンター　☎0120-567-509
受付時間　（平日）午前8時30分～午後5時（土日祝）午前9時～午後3時
★電話番号の掛け間違いにご注意ください！　コールセンターへの電話番号の掛け間
違いにより、一部の皆様に大変ご迷惑をお掛けする事例が発生しています。電話を
する際は、電話番号をよくご確認いただき、掛け間違いのないようお願いします。

※掲載内容は11月8日時点の情報のため、変更になる場合があります。最新情報は市ホームページをご確認ください。

ところ とき(12月) 開始時間
ささえあいセンター
（平日夜間）

2日（金）、6日（火）、9日（金）、
13日（火）、16日（金）、20日（火） 午後6時

ささえあいセンター（土曜日）10日（土）、17日（土） 午前9時、午後2時
石巻赤十字病院講堂 3日（土） 午前9時

接
種
券
発
行

申
請
サ
イ
ト

予
約
専
用
サ
イ
ト
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※検診を受診の際は【自宅での検温】【マスク着用】をお願いします。

ところ　蛇田字西道下71（石巻赤十字病院敷地内）
　　　　※駐車場は、石巻赤十字病院駐車場を利用ください。
問　夜間急患センター　☎94-5111

小児科 内科 外科
月～金曜日 午後7時～10時

午後6時～翌朝7時 午後6時～翌朝7時
土曜日 午後6時～翌朝7時

日曜・休日 午後6時～翌朝6時 午後6時～翌朝6時
午後6時～9時
※�12月29日（木）～令
和5年1月3日（火）は
午後6時～翌朝6時

○夜間診療

外科

日曜・休日
午前9時～午後5時
※12月29日（木）～令和5年1月3日（火）は夜間診療のみ
（受付時間：午前9時～11時30分・午後1時～4時）

○休日（昼間）診療

夜間急患センターの診療時間

とき 石巻市 河北・河南・桃生地区 電話番号 東松島市 矢本地区 電話番号 歯科 電話番号
4日（日） 石巻ロイヤル病院（広渕） ☎７３-５８８８ 石垣クリニック内科・循環器科（矢本） ☎83-7070 泉谷歯科医院（南中里二丁目） ☎９５-７７１５

石巻歯科医師会
休日診療所
（中里三丁目）
☎94-8223
（同日程で診療）

11日（日）須江きむら医院（須江） ☎２４-６３１１ ひかりサンテクリニック（矢本） ☎８４-１３３３ 植木歯科クリニック（中里六丁目） ☎２２-００６６
18日（日）ものうファミリークリニック（桃生町中津山）☎７６-４０２４ イオンタウン矢本内科（小松） ☎２４-６１１９ 内海歯科（水明北一丁目） ☎９３-３１５６
25日（日）佐々木医院（和渕） ☎72-3122 神山クリニック（赤井） ☎98-8617 いしのまきグリーン歯科（南中里三丁目） ☎２３-２２６６
29日（木） さくら町歯科（さくら町五丁目） ☎２８-５４４３
30日（金） 小林歯科クリニック（蛇田字北経塚） ☎９２-９８8９
31日（土） デンタルクリニック齋藤（穀町） ☎２３-５５６６

〇担当医は変更になることがあります。各医療機関に確認の上、受診してください。

※診療時間は、午前9時～午後5時です。
※担当医や受付終了時間、昼休み時間は、各医療機関に確認の上、受診してください。
※下表に記載のない産婦人科の対応は、当日、市役所（☎95-1111）まで問い合わせください。
※外科は、「夜間急患センターの診療時間」の欄を参照ください。

　12月の休日等救急当番医

市報 いしのまき　令和4年（2022年）12月号

【河北地区】乳がん検診を実施します
とき　１２月１４日（水）～１７日（土）
ところ　河北総合センター（ビッグバン）
対象　超音波　３０～３９歳の女性
　　　マンモグラフィ　４０歳以上の女性（偶数年齢）　
・申し込みをした方には、検診票を送付します。通知書を確認の上、受診してください。
・申し込みをしていない方で受診を希望する方は、追加申し込みができますので連絡ください。
※対象年齢は令和５年３月３１日を基準としています。
問 　河北総合支所　市民福祉課　☎６２-２１１７(内線１６３)

がんについて語ろう
　がんになり抱える悩み・不安について一緒にお話ししましょう。話さなくても聞いて
いるだけでも構いません。ご家族の方も是非ご参加ください。
とき　１２月１７日（土）午後１時３０分～３時
ところ　マルホンまきあーとテラス２階　研修室３
定員　１６人〔先着〕
申込方法　電話・ＳМＳで申し込みください。折り返し連絡することがあります。
問 　日和山カフェ代表�佐藤　☎０７０-７７７２-０１２７（月～金�午前１０時～午後３時）
　　※ＳМＳで連絡いただいても構いません。

国民健康保険の喪失届忘れていませんか？
　国保加入者が会社の社会保険など、国保以外の健康保険に加入した場合には、国
保の喪失手続きが必要です。喪失手続きをしないと国保は加入したままとなり、保険
税も課税されたままとなります。
○喪失手続きに必要なもの
・社会保険証（全員分）の写し、国民健康保険証（ある場合のみ）、身分証明（免許証
など）、マイナンバーがわかるもの

※郵送でも可能です。詳しくは、問い合わせください。
問 　保険年金課（内線2347）、各総合支所市民福祉課、各支所

【石巻地区】子宮頸がん検診が終了します
　検診は12月9日（金）までです。まだ受けていない方は、早めに受診しましょう。対
象者であって追加申し込みを希望する場合や、検診の申し込みをしていて通知書が
届かない場合は連絡ください。
問 　健康推進課（内線２４２７）

【石巻地区】大腸がん検診が終了します
　検診は１２月９日（金）までです。まだ、受けていない方は、早めに受診しましょう。
対象者であって追加申し込みを希望する場合や、検診の申し込みをしていて通知書
が届かない場合はご連絡ください。
問 　健康推進課（内線２４15）

※整形外科を受診の際は、紹介状と事前の予約が必要です。
※診療日が変更になる場合があります。ホームページで確認するか、問い合わせください。

○皮膚科を受診される方へ
・新規患者は予約制による診療となります。
・他の医療機関で皮膚疾患治療中の方が受診する際は、紹介状が必要となります。
・再診の方についても予約制となります。
※不明な点などありましたら、問い合わせください。��問　市立病院　☎25-5555

○診察時間（休診日 土日・祝日・年末年始）
受付 月 火 水 木 金

内科 午前 〇 〇 〇 〇 〇
外科 午前 〇 ― 〇 〇 〇

整形外科 午前 〇 ― ― 〇 〇
皮膚科 午前 ― ― ― 〇 ―

眼科 午前 〇 〇 ― 〇 〇
午後 ― ― 〇 ― ―

耳鼻咽喉科 午後 〇 〇 ― 〇 〇

○診療日

市立病院のご案内

ホームページ

受付時間 診察開始
内科・外科
・整形外科

初診　午前8時～11時

午前9時再診　午前8時～11時30分
皮膚科 午前8時～11時

眼科 午前８時～１１時
水曜日　午後０時３０分～2時30分 午後1時30分

耳鼻咽喉科 午後０時３０分～３時 午後1時

とき 診療科 医療機関名（所在地） 電話番号

25日（日）
内科 まだらめ内科医院（わかば二丁目） ☎２４-９１３３
小児科 石巻市夜間急患センター（蛇田字西道下） ☎９４-５１１１

29日（木） 小児科 石巻市夜間急患センター（蛇田字西道下） ☎９４-５１１１
30日（金） 小児科 石巻市夜間急患センター（蛇田字西道下） ☎９４-５１１１

31日（土）
内科

いしのまき矢吹クリニック（大橋三丁目） ☎２１-６１１７
箕田内科クリニック（向陽町二丁目） ☎９６-５２５２

小児科 石巻市夜間急患センター（蛇田字西道下） ☎９４-５１１１
産婦人科 しらゆりクリニック（蛇田字新立野） ☎22-3717

とき 診療科 医療機関名（所在地） 電話番号

4日（日）
内科 かわらだ内科胃大腸クリニック（鋳銭場） ☎２１-５３３５
小児科 石巻市夜間急患センター（蛇田字西道下） ☎９４-５１１１

11日（日）
内科 いしづか内科クリニック（恵み野五丁目） ☎９２-７３１１
小児科 石巻市夜間急患センター（蛇田字西道下） ☎９４-５１１１
産婦人科 あべクリニック産科婦人科（大街道西二丁目） ☎22-3322

18日（日）
内科 こばやし医院（蛇田字南経塚） ☎２２-０７８９
小児科 石巻市夜間急患センター（蛇田字西道下） ☎９４-５１１１
産婦人科 齋藤産婦人科医院（中央三丁目） ☎２２-０７０７

【石巻地区】乳がん検診の夕方検診を実施します
とき　１２月１４日（水）
ところ　保健相談センター
対象　３０歳代、４０歳以上（偶数年齢）、無料クーポン対象年齢の女性
※対象年齢は令和５年３月３１日を基準としています。
受付時間　午後４時３０分～６時３０分　※要予約
・石巻地区の検診票をお持ちの方
　乳がん検診日時変更専用ダイヤル（☎２４-８３８３）に申し込みください。
・�検診票をお持ちでない方、総合支所地区在住で石巻地区検診を希望の方
　検診票を発行しますので、ご連絡ください。　
問　健康推進課（内線２４２７）
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子育て
メール相談

支援センター
詳細はこちら

利用者さんへインタビュー

・費用無料（イベントによって参加費あり）
・利用年齢（0歳児～就学前）
・電話相談、来所相談ができます。
・原則土日・祝日は休館日です。
※詳しくは各支援センターに問い合わせください。

※予定は変更になる場合もあります。詳しくはホームページをご覧ください。

市子育て支援センターとは

♥佐藤美晴さん、岳
がく

くん（４歳）（写真左）
　末っ子の息子を含めて、これまで４人の子どもがお世話になりました。何よ
り、先生方がみんな温かく、きめ細やかな心遣いをしていただけるので、安心
して通わせることができています。園では、英語学習にも力を入れているよう
で、卒園式では、園児たちが一人一人、英語で将来の夢をスピーチしたりしま
す。子どもたちの立派に成長した姿に感動してしまうほどです。息子には、こ
れからも元気にたくましく、優しい子に育ってほしいです。

♥片岡小百合さん、瑠
る か

花ちゃん（６歳）（写真右）
　先生方はみんな親しみやすく、子育ての困りごとや悩みも何でも聞いてく
ださるのがうれしいです。園での生活は本当に充実しているようで、娘は園行
事があるたびに、家でもダンスやお遊戯を私たちの前で披露してくれます。ま
た園からの帰り道の車中で、娘がその日あった出来事をいきいきと話してく
れるのも一つの楽しみになっています。来
春で卒園なのが少し寂しく感じます。娘
には人の気持ちが分かる優しい子に
育ってほしいです。

園舎

　社会福祉法人喬希会が運営する「アリスこども園」は、
令和3年度に保育所型認定こども園に移行し、現在は０
～５歳児計77人の園児が通っています。当園では、クラ
ス活動だけでなく、異年齢児との交流を多く取り入れ、園
行事・食育につなげた活動を実施しています。
　就学に向けて「ひらがな」「すうじ」「えいご」に興味関
心を持って楽しめるよう、専門講師による学びタイムも
行っています。また子育て支援の一環として、園に通って

いない未就学児の
お子さんにも親し
んでもらえるよう
に園庭開放も行っ
ていますので、お
気軽にお越しくだ
さい。

問　須江字大谷地53-１　☎98-8556

アリスこども園

お月見会

夏祭り

お散歩

ハロウィーンミニ運動会

市報 いしのまき　令和4年（2022年）12月号

12月の子育て支援コーナー

牡鹿子育て支援センター

・子育てセミナー「リラクゼーション」　7日（水） 
・クリスマスツリー＆オーナメント作り　14日（水） 
　※保健師の育児相談があります。
・クリスマス会　21日（水） 
・お正月遊びを楽しもう　28日（水） 
★自由開放日　　　　
・午前、午後開放　毎週火・木・金曜日 午前9時～午後3時
・午後開放　毎週水曜日 午後１時～３時
休館日　毎週月曜日

牡鹿保健福祉センター内　☎45-2197問申

なかよし保育園内　☎96-4551・FAX22-9881

なかよし保育園地域子育て支援センター

・ツインズデーと孫育て広場　9日（金）
・中里28会ふれあい広場　12日（月）
・すくすく赤ちゃんヨチヨチ・ハイハイ
　（市助産師さんによる身体測定と育児相談）　13日（火）
・育児講座「鏡もち作り」　16日（金）
・保健講話「しあわせベビータッチとスキンケア」　19日（月）
・クリスマス会　23日（金）
※全行事要予約
★自由開放日　1日（木）・2日（金）・5日（月）・26日（月）・27日（火）
　　　　　　　午前9時30分～午後4時30分

問申

マタニティ・子育てひろば「スマイル」

・保健講話(おう吐・下痢)　５日(月) 午前10時30分～11時30分
・つくってあそぼ(クリスマス製作)　９日(金) 午前10時30分～11時30分
・健康講座(離乳食)　13日(火) 午前10時30分~11時30分
・はじめまして会（ひろば利用が初めての方、まだ数回の方）
　16日(金) 午前10時30～11時30分
・クリスマス会（蛇田公民館）　19日(月) 午前10時30分~11時30分
・お誕生日会　26日(月) 午前10時30分～11時30分
★自由開放日　月～金曜日、第1・第3土曜日 午前10時～午後3時
　休館日　日・祝日、年末年始休業期間は12月29日(木)～令和5年1月3日(火)
　ベビースマイル石巻のHPや公式LINE、インスタグラムで随時情報更新中

NPO法人ベビースマイル石巻　☎98-5322問

河南子育て支援センター パプラ

・クリスマス制作　1日(木)・８日(木)
・誕生月の子お祝いday（身体測定＆手形押し）　5日(月)
・えほんびより　6日(火)
・黒須さんのリラックスママヨガ　13日（火）
・ミニクリスマス会（あいちゃん＆むっちゃん＆ふーちゃん演奏会）
　15日(木)
・ミニクリスマス会（アコーディオン＆リコーダー演奏会）　20日(火)
・つくしんぼの読み聞かせ　22日（木）
・パプラスタッフによる身体測定　22日（木）
※全行事要予約　定員各回先着8組
★自由開放日
・午前、午後開放　５日(月)・１２日(月)・１９日（月）
　午前9時30分～正午、午後1時30分～2時30分
・午後開放　毎週火・木曜日 午後1時30分～2時30分

河南農村環境改善センター２階　☎・FAX72-4670問申

にじいろひろば

・メディカルメガバンク講座「子どもの予防接種と最近の話題」
　9日（金） 午前10時30分～11時30分　定員 5組
・クリスマス会　16日（金） 午前10時30分～11時30分、
　午後1時30分～2時30分　定員 午前・午後各回5組　参加費 300円
※全行事要予約
★自由開放日
・毎週 火・水・金曜日 午前10時～午後3時（祝日を除く）
・農園プレーパーク 畑であそぼう！ 毎週火・金曜日
　午前10時30分～正午（祝日を除く）
　休館日　土・日・祝日・12月29日(木)～令和5年1月4日(水)

NPO法人にじいろクレヨン　☎070-1142-9332問申

釜子育て支援センター「あおぞら」

・親子で足つぼマッサージ　7日（水）　定員 7組　持ち物 フェイスタオル
・助産師さんによる身体測定　12日（月）　定員 7組
　持ち物　母子手帳、2歳以下の子はフェイスタオル
・噛む力の大切さ・親子歯科教室　15日（木）　定員 7組
・クリスマスコンサート（アコーディオン奏者 アルチュール千田さん）
　21日（水）　定員 7組
★自由開放日（就学前まで）　午前10時～午後3時
※前日までに要予約　　　　
　2日（金）・5日（月）・9日（金）・16日（金）・19日（月）・23日（金）・26日（月）

釜保育所内　☎24-6113問申

渡波子育て支援センター てんとうむし

・稲井公民館あそびのひろば　6日（火） 午前10時～11時　定員 6組
・キャンドル制作　9日（金） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
・フルーツカット　14日（水） 午前10時～11時30分　定員 6組
　料金 200円
・助産師による成長測定・子育て相談
　19日（月） 午前9時30分～11時30分　定員 6組
・ふれあいサロン「クリスマス会」
　21日（水） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
※全行事要予約
★自由開放日
・午前開放　毎週月・木曜日（19日（月）を除く） 午前9時30分～11時30分
・午後開放
　あかちゃん☆ひろば（妊婦～生後3カ月）　毎週月・火・木曜日 午後１時～３時
　ハイハイ★ひろば（生後4カ月～11カ月）　毎週水・金曜日 午後１時～３時

渡波保育所内　☎25-0567問申

湊子育て支援センター

・こ~ぷ講座「オリジナルキャンドル作り」
　1日（木） 午前10時～11時　定員 6組
・メイクアップ講座「かわいいママでおでかけメイク」
　7日（水） 午前10時～11時　定員 6組
・みんなと遊ぼう「クリスマス製作」
　9日（金） 午前 10時～11時　定員 6組
・クリスマス会　16日（金） 午前10時～11時　定員 8組
・歯科衛生士講話「歯みがき教室・大人の歯周病含む」　
　21日（水） 午前10時～11時　定員 6組
・助産師による成長測定・子育て相談
　26日（月） 午前9時30分～10時30分、午前11時～正午　　定員 6組
※各広場・講座の受付時間　午前９時～午後４時
・わくわく広場（3カ月～就学前）　毎週月・水・金（午前9時30分~11時30分）
・にこにこ広場（3カ月～1歳11カ月）　毎週火・木(午前9時30分～11時30分） 
★自由開放日（３カ月～就学前）　　　　
・午前開放　１3日（火）・２８日（水） 午前９時30分～11時30分
・午後開放　毎週月～金曜日 午後1時～3時

湊こども園2階　☎94-2366問申

北上子育て支援センター

・クリスマスツリーを飾ろう　5日（月） ・お正月飾り制作　14日（水）
・身体測定　19日（月） ・クリスマス会　21日（水） 
 ★自由開放日　午前開放　毎週火・木・第1、3金曜日 午前10時～正午
　　　　　　　 午後開放　毎週月～金曜日 午後1時～3時

相川保育所内　☎66-2177問

雄勝子育て支援センター

・保健師来所日(保健師による身体測定と育児相談）
　8日（木） 午前10時～11時30分
・わらべうた遊び（地域交流会）
　15日（木） 午前10時～11時30分
★自由開放日　17日（土） 午前9時30分～11時30分　
　※行事のため第3土曜日に変更　　　　
・午前開放　毎週水・金曜日 午前9時30分～11時30分
・午後開放　毎週火～金曜日 午後1時30分～4時（14日（水）を除く）
休館日　毎週月曜日

雄勝保育所内　☎25-6331問

助産師による産前産後心とからだのトータルケア推進事業
①助産師による妊産婦相談（毎週火曜日）　定員 4組
②両親学級　・出産準備編（前期）　10日（土） 午前10時～正午　定員 5組
　　　　　　・出産準備編（後期）　11日（日） 午前10時～正午　定員 5組
③沐浴体験編　21日（水） 午後6時30分～7時30分　定員 5組
ところ　ささえあいセンター2階　※要予約

問申  石巻市子育て世代包括支援センター いっしょissyoえきまえ　
　　　 ☎98-4158、080-1664-2936（午前10時～午後6時）

子どもセンターらいつ（児童館）

・あかちゃんルーム（予約なし・出入り自由）
　2日（金） 午前10時～正午　対象 0歳児親子
・音楽であそぼう
　13日(火) 午前10時30分～11時30分
　対象 しっかり歩ける1歳～２歳児の親子対象（3歳児は空きがあれば可能）
　定員 10組　※要予約
・あったかぽかぽか運動遊び　21日(水)
　①午後3時～３時25分、②午後3時30分～4時、③午後４時～４時20分
　対象 ①満３歳児～年少、②年中～年長、③初めての子や慣れない子
　定員 各回6組程度　※要予約
・親子でほかほか～抱っこ・おんぶ講座～
　22日(木) 午前10時30分～正午
　対象 妊婦または乳幼児親子ならどなたでも
　定員 10組　※要予約
・ベビーマッサージ
　16日(金) 午前10時30分～11時30分
　定員 8組　※要予約
開館時間　午前9時30分～午後7時
対象　乳幼児～高校生世代の子ども、保護者
休館日　1日(木)・15日(木)・29日(木)・30日(金)・31日(土)

子どもセンターらいつ（児童館）　☎23-1080問申

予約はこちらから

桃生子育て支援センター「キッズホーム」

・色彩樂（カラーソムリエ講師）
　1日（木） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
・健康講話（市所保健師栄養士講師）
　7日（水） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
・絵本の読み聞かせ（読み聞かせボランティアおはなしポケット）
　８日（木） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
・クリスマス制作（折り紙サークル講師）
　14日（水） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
・クリスマス会（どんぐりの会）
　15日（木） 午前10時30分～11時30分　定員 6組　料金 1家族100円
★自由開放日　　　
　６日（火）・13日（火）・19日（月）～23日（金）
　午前9時30分～午後3時　※2時間程度利用できます。
　午後開放　毎週水・木曜日 午後1時～3時　定員 6組〔先着〕
※子育てサークルへ広場貸し出し有り
休館日　土・日曜日・祝日　

桃生バイオ研修センター内 ☎76-4521問申

河北子育て支援センター

・身体測定(保健師来所）　12日(月） 午前10時～11時　定員 8組
・クリスマス会　20日（火） 午前10時15分～11時15分　定員 8組
・あそびのひろば　※全行事要予約
　ちゅうりっぷ（0～1歳） 毎週火曜日　ひまわり（2～未就園児）毎週水曜日
・午前自由開放（0歳～未就園児）  行事以外の毎週月・木曜日
　1回目 午前9時30分～10時30分　2回目 午前11時～正午 
※１回目の利用者が延長を希望する場合、消毒後２回目の利用が可能となります。
・午後自由開放　月・火・木・金曜日（7～11カ月）、水曜日（3～6カ月）
　午後1時30分～2時30分
休館日　毎週土日・祝日

飯野川保育所内　☎61-1601・FAX62-2359問申

子 育 て 駅 伝

子 育 て 駅 伝


