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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 17日（金）、23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 9日（木）、14日（火）、24日（金）

２歳児歯科健診 3日（金）、10日（金）、16日（木）

３歳児健診 2日（木）、7日（火）、15日（水）

河北 
雄勝
北上

３～４カ月児健診 1日（水）  
※同時開催になります。 河北総合センター

「ビッグバン」１歳６カ月児健診

2歳児歯科健診 15日（水）

河南 
桃生

３～４カ月児健診 24日（金）

河南母子健康センター
１歳６カ月児健診 16日（木）

２歳児歯科健診 14日（火）

３歳児健診 23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

6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

13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

9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 

　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

５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１１日（土） イオンモール石巻

２５日（土） イオンモール石巻

問　健康推進課（内線２４１８）

○蛇田お茶っこサロン
　と　き　8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
○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　26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　19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） 
○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

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

1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

17日（金）
午前10時～午後3時

思春期
引きこもり専門相談

引きこもりや思春期問題を抱えている方
その家族、関係者（要予約）

9日（木）
午後１時～5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

○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。

9日（木）午後1時
　～3時

保健相談
センター

健康推進課
（内線２６１７）

もぐもぐ育児相談
（河南会場） 7日（火） 午前9時30分

～11時30分
河南母子
健康センター

河南総合支所
市民福祉課
☎72-2094

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。　　　

22日（水）午前9時
～正午

保健相談
センター

健康推進課
（内線２６１７）

要予約

食 育 推 進 コ ナー ー ２、３歳はちぎったり丸めたり

　ある会社が、３～５歳の子どもを持つ母親を対象に「家での過ごし方」に関する調査
を実施したところ、“料理の手伝いをさせる”が第一位でした。苦手なものを食べられ
るようにする方法は、料理の手伝いが効果的です。調理体験を行うと、苦手なものを
食べられる子どもがいます。たった一口だけだっ
たとしても、苦手なものを食べられたという事実
は自信になります。コロナ禍を期に、一緒に料理
をする時間を楽しみましょう。そして、子どもとの
コミュニケーションの時間として楽しみましょう。
石巻市食育推進会議副会長　有見 正敏
石巻専修大学人間学部特任教授
問　健康推進課（内線2617）

市報 いしのまき　令和5年（2023年）3月号

3月の健康コーナー

「コロナに打ち勝とう！健康標語」の入賞作品決定！

がんについて語ろう

　１月１５日に3年ぶりに開催した「第９回石巻市民食育健康フェスティバル」の来場者
に「健康標語」の応募作品（川柳の部１５１作品、俳句の部３４作品）へ投票をしてもら
い、実行委員会での選考を経て入賞作品を決定しました。応募作品は今後、食育や健
康づくりの普及啓発の際に広く活用します。
●川柳の部　高校生以上（最優秀賞３点）
　・健

けん
診
しん

を　受
う

けて我
わ

が身
み

の　自
じ こ

己防
ぼうえい

衛　（新
にいぬま

沼勝
か つ お

夫さん）
　・健

けんこう
康は　笑

わら
いが大

だ い じ
事　にこやかに　（松

まつかわ
川昭

ま さ こ
子さん）

　・共
とも

に効
き
く　話

はなし
相
あ い て

手が　くすりです　（佐
さ と う

藤俊
としゆき

幸さん）
●俳句の部　中学生以下（最優秀賞１点）
　・守

まも
ります　早

は や ね
寝早

はや
起
お

き　朝
あさ

ご飯
はん

　（張
は り ま

間莉
ら い な

那さん）
※各部門の優秀賞・実行委員会会長賞についても市ホームページで公表しています。
問�　石巻市民食育健康フェスティバル実行委員会事務局 健康推進課（内線２６１７）

歯のコンクール応募者募集
・親と子のよい歯のコンクール
　令和４年度の３歳児健康診査時、「歯つらつファミリーコンクールのお知らせ」を配
布されたお子さんが対象です。
・８０２０よい歯のコンクール
　満８０歳以上（令和５年６月４日現在）で、現在お口
の中に２０本以上歯がある（治療完了含む）健康状
態の良好な方および定期的（年２回以上）に歯科健
診を受けている方が対象となります。詳しくは、問
い合わせください。
申込期限　４月３日（月）

問申 　健康推進課（内線２４１７）

　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。個別の電話相談に
応じています。ひとりで悩まずに連絡ください。改めてこちらから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。
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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

○夜間診療

外科

日曜・休日 午前9時～午後5時
（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
5日（日） 石巻ロイヤル病院（広渕） ☎７３-５８８８ やもと内科クリニック（矢本） ☎９８-３２６０ 藤江歯科医院（南中里一丁目） ☎９５-２３１３

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）

12日（日） 中川内科外科医院（前谷地） ☎７２-２１２３ ひかりサンテクリニック（矢本） ☎８４-１３３３ 本郷歯科医院（蛇田字新丸井戸） ☎２２-０７７５
19日（日） 栗原医院（桃生町寺崎） ☎７６-４１７０ 仙台ペインクリニック石巻分院（赤井） ☎８２-１３１０ 三宅歯科医院（千石町） ☎22-1448
21日（火・祝） 簡野医院（鹿又） ☎７４-２２４４ 藤野整形外科（矢本） ☎８３-２１２１ ことぶき歯科（わかば三丁目） ☎98-7750
26日（日） 紫桃内科医院（鹿又） ☎７５-２３２５ 野蒜ケ丘痛みのクリニック（野蒜ケ丘） ☎９８-６６６２ 横山歯科医院（大手町） ☎21-1711

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。

　◇3月の休日等救急当番医

市報 いしのまき　令和5年（2023年）3月号

風しん追加的対策のお知らせ

定期予防接種の終了期限
　次の予防接種の接種期限は３月３１日（金）です。期限後は全額自己負担となるの
で、期限内に忘れずに受けましょう。
・麻しん風しん混合（ＭＲ）第２期予防接種
対象　平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生まれの方（就学前）
・高齢者の肺炎球菌予防接種
対象　
・令和４年度に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳および１００歳以上になる方
・６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が

極度に制限される程度の障害を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫
の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方（身体障害者手帳１
級の内部機能障害に該当）

※過去に１度（自費での接種も含む）も接種していない方が対象です。
自己負担金　４，０００円（生活保護世帯の方は事前の申請で免除になります）
問�　健康推進課（内線２４１３）

　公的な予防接種を受ける機会のなかった成人男性（昭和３７年４月２日～昭和５４年
４月１日生まれ）を対象に、風しんの抗体検査・予防接種を令和７年３月３１日まで無料
で実施しています。令和４年１月末時点でまだ抗体検査を受けていない方に対し、令
和４年４月８日付けでクーポン券を再送付しています。（抗体検査のクーポンの有効期
限が２０２３年２月までとなっていますが引き続き利用できます。）
　免疫を持っている人が増えると、風しんの流行はなくなると言われています。これ
から生まれてくる世代の子どもを守るために、そして、ご自身のために、ぜひこの機会
に風しんの抗体検査と予防接種を受けましょう。
※風しんは感染力が強く、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠

初期の妊婦が感染すると生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障害が起きるこ
とがあります。

問�　健康推進課（内線２４１３）

※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

21日（火・祝）
内科 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 齋藤産婦人科医院（中央三丁目） ☎２２-０７０７

26日（日）
内科 佐藤神経内科医院（大手町） ☎２２-５５２２

小児科 石巻市夜間急患センター（蛇田字西道下） ☎９４-５１１１

とき 診療科 医療機関名（所在地） 電話番号

5日（日）
内科 佐藤内科医院（イオンモール石巻１階） ☎２２-３０２０

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

12日（日）
内科 石巻健育会病院（大街道西三丁目） ☎94-9195

小児科 石巻市夜間急患センター（蛇田字西道下） ☎９４-５１１１

19日（日）
内科 上石内科クリニック（清水町一丁目） ☎２２-２６０２

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

　

こころの体温計
　ストレス度・落ち込み度を簡単にチェック！試してみませんか? 
スマートフォンやパソコンなどの端末を使って気軽にメンタルヘルス
チェックができるシステムです。ぜひ、心の健康維持・増進に役立ててく
ださい。
問　健康推進課（内線2616）

３月は自殺対策強化月間です

あなたのこころとからだ元気ですか？
～元気で安心して暮らせるために～

◦本人を責めない
◦安易に励まさない
◦相手の話を否定しない

気を付けたいこと

まずはお互いに
声をかけることから始めてみましょう声かけ

家族や仲間の変化に気づいて、声をかける
～眠れない、食欲がない、口数が少なくなったなど“いつもと様子が
違う”とき、声をかけてみましょう～

気づき

本人の気持ちを尊重して、耳を傾ける
～じっくり話を聞いて、本人の気持ちをそのまま受け止めましょう～

傾 聴

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
～こまめに声をかけたり、必要があればいつでも相談にのることを
伝えましょう～

見守り

話をよく聞き、一緒に考えて
くれる相手（ゲートキーパー） 
がいることは、悩んでいる人の
孤立を防ぎ、安心を与えます

※ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ見守る人のことです。

気になる人を早めに専門家に相談できるように促すつなぎ
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子育て
メール相談

支援センター
詳細はこちら

・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

市報 いしのまき　令和5年（2023年）3月号

3月の子育て支援コーナー

牡鹿子育て支援センター

・ひなまつり会　1日（水） 
・子育てセミナー『リラクゼーション②』
　※保健師の育児相談があります　8日（水）
・ミニ遠足（牡鹿ビジターセンター）　16日（木）
・おわかれ会　22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

マタニティ・子育てひろば「スマイル」

・つくってあそぼ　6日(月） 午前10時30分～11時30分
・0歳児講座(4回セット)　9日(木)・16日(木)・23日(木)・30日(木)
　午前10時30分～11時30分　対象　0歳のお子さんがいる方
・お誕生日会　27日(月) 午前10時30分~11時30分
・0歳開放日・マタニティの日　1日（水）・8日（水）・14日(火)・28日（火）
　午前10時30分~11時30分
　対象　0歳のお子さんのいる方・マタニティの方
※上のお子さんもお連れの場合は他の開放日を利用ください。
★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　日曜日・祝日

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

・赤ちゃん講座～性教育について～　2日（木）　講師 小田嶋清美助産師
・保健師・栄養士の身体測定・子育て相談　2日(木)
・誕生月お祝いday　6日(月)
・浅野さんのわらべうた　7日（火）
・スクエア子育てひろば「ありがとうの会」　9日(木)
　定員 12組〔先着〕　料金 300円
・お楽しみ会　14日（火）　東松島市在住「サンサンサン」の人形ダンス
・お楽しみ会　16日（木）　パプラスタッフによるミニシアター
※全行事要予約
★自由開放日
・午前、午後開放　６日(月)・１３日(月)・２３日(木）
　午前9時30分～正午、午後1時30分～2時30分
・午後開放　２日（木）・７日（火）・１４日（火）・１６日（木）
　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

・0歳開放　7日（火） 午前10時～正午　定員 5組　時間内出入り自由
・歯の相談会（坂井おとなこども歯科）　20日（月） 午前10時～正午　定員 5組
★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）

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」

・助産師さんによる身体測定　6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
・子どもの予防接種と最近の話題　8日（水）　定員 7組
・親子で足つぼ教室　15日（水）　定員 7組　持ち物 フェイスタオル
・えほんびより　23日（木）　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
　3日（金）・10日（金）・13日（月）・17日（金）・20日（月）・24日（金）・
　27日（月）・28日（火）・30日（木）・31日（金）

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
　7日（火） 午前10時～11時　定員 6組
・えほんびより　8日（水） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
・わらべうたベビーマッサージ
　10日（金） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
・助産師による成長測定・子育て相談
　13日（月） 午前9時30分～正午　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（13日（月）を除く）・22日（水）・24日（金）
　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
　27日（月）～31日（金）は、子育て相談日となります。

渡波保育所内　☎25-0567問申

湊子育て支援センター

・ひな祭り会　2日（木） 午前10時～11時　定員 6組
・みんなと遊ぼう「お楽しみ会」　10日（金） 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
　20日（月） 午前9時30分～10時30分、午前11時～正午　定員 6組
・えほんびより　22日（水） 午前10時～11時　定員 6組
※全行事要予約
※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　9日（木）・29日（水）・30日（木） 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

・ひなまつり会　1日（水）
・身体測定　13日（月） 
・Let’s Party！　15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(保健師による身体測定と育児相談）
　9日（木） 午前10時～11時30分
・わらべうた遊び（地域交流会）　16日（木） 午前10時～11時30分
★自由開放日　11日（土） 午前9時30分～11時30分　　　　　
・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（8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）　25日（土） 午前10時～正午　定員 5組
③両親学級・出産準備編（後期）　26日（日） 午前10時～正午　定員 5組
④沐浴体験編　22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）

問申

子どもセンターらいつ（児童館）

・あかちゃんルーム
　3日（金） 午前10時～正午　対象 0歳児親子　予約なし・出入り自由
・パパと音楽であそぼう
　5日(日) 午前10時30分～11時30分
　対象 しっかり歩ける1歳～２歳児の父親対象（3歳児は空きがあれば可）
　定員 10組　※要予約
・音楽であそぼう
　14日(火)・28日（火） 午前10時30分～11時30分
　対象 しっかり歩ける1歳～２歳児と親子対象（3歳児は空きがあれば可）
　定員 10組　※要予約
・あったかぽかぽか運動遊び　15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
・ベビーマッサージ　17日(金) 午前10時30分～11時30分
　対象 はいはいまでの乳児親子　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　2日（木）・16日（木）・21日（火・祝）

子どもセンターらいつ（児童館）　☎23-1080

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」

・お雛様制作　1日（水） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
　折り紙サークル講師
・生き生きママ講座　2日（木） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
　乳幼児保育園ミルク看護師
・ハーバリウム作り　8日（水） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
・おわかれ会　9日（木） 午前10時30分～11時30分　定員 6組
★自由開放日　　　
　７日（火）・14 日（火）～17日（金）・20日（月）・22日（水）～24日（金）
　午前9時30分～午後3時
　定員 6組〔先着〕　※2時間程度利用できます。食事不可
　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・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

・ひなまつり会　2日(木) 午前10時~11時　定員 8組
・保健指導(保健師来所）身体測定
　13日(月） 午前10時~11時　定員 8組
・お別れ会　16日（木） 午前10時~11時　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
★自由開放日
・午前開放　行事以外の月・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 
・午後開放　月~金曜日（3~11カ月）　午後1時30分~2時30分
相談日　毎週金曜
休館日　毎週土日・祝日
　27日（月）~31日（金）（相談のみ受け付け）

飯野川保育所内　☎61-1601・FAX 62-2359問申なかよし保育園内　☎96-4551・FAX 22-9881

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　3日（金）
・たまごひよこサロン(ハンドマッサージ）　6日（月）
・すくすく赤ちゃんネンネ・寝返り ミニ講話「乳がんについて」　7日（火）
・中里28会ふれあい広場　13日（月）
・育児講座 COOP「キャンドル作り」　17日（金）
※全行事要予約
★自由開放日　10日（金）・20日（月）・24日（金）・27日（月）・30（木）・31（金）
　午前9時30分~午後4時30分

問申

育児ヘルパーが家事・育児をお手伝いします

　市では妊娠期から子育て期の切れ目のない支援の一環で、妊産婦を対象とした育児ヘ
ルパー事業を行っています。市が委託している事業者から自宅に派遣されるヘルパーが、
家事や育児を手伝うサービスです。１回当たり２時間まで、５００円（１時間２５０円）のワンコ
インで気軽に頼めるのが魅力です。
　利用できる時間帯は土日、祝日を除く午前９時～午後５時です。頼める内容は調理から
洗濯、住居内の掃除、生活必需品の買い物、さらには子どものおむつの交換、着替え、授
乳・沐浴の介助など幅広く、利用者からは「空いた時間で休める」「自分の時間が持てる」と
好評です。
　事前に支援の内容や日程を決めた上で、妊娠期から産後半年まで、原則20回以内、１日
２回まで利用できます。月平均で13人が利用し
ており、利用する方が増えています。
　育児ヘルパーは自分の育児経験を生かせる
仕事です。研修を受けて派遣されており、育児ヘ
ルパーの千葉さんは「ありがとうと言われるとう
れしい。自分のころにもこんなサービスがあった
ら」とやりがいを話していました。
問  子育て支援課（内線2554）空いた時間でゆっくり

利用者さんへの
インタビュー
　産後の家事、育児が
大変で、ほっとできる
時間がほしいので利用
しました。自分は埼玉、
夫は千葉の出身なの
で、親に手伝いを頼む
のは難しいです。低料
金で使いやすいサー
ビスで、自分の時間が
できるので助かってい
ます。

田中智花さんと
佑
ゆ う き

季くん（6カ月）

妊産婦対象に
育児ヘルパー
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