


　いしのまきには妊娠中の方、0歳～18歳未満の子どもを育てている方が困ったときに使
える窓口があります。
　「誰に相談したらいいの？」「ちょっと困ったな…」「知りたい、聞きたいことがある」という
とき気軽に利用できます。パパや祖父母のみなさんもご利用ください。相談は無料です。

石巻市役所窓口

市のホームページより「子育てメール相談」ができます。
ht tp://www.ci ty. i sh inomaki . l g . jp/form/006/enquete .html

メールはいつでもＯＫ！issyo.ishinomaki@gmail.com

へびた窓口

健康・育児相談はこちらでもできます 8：30～17：00（月～金曜日）

● 石巻市役所　 健康推進課 ☎0225-95-1111
● 河北総合支所 市民福祉課 ☎0225-62-2117
● 雄勝総合支所 市民福祉課 ☎0225-57-2113
● 河南総合支所 市民福祉課 ☎0225-72-2094

● 桃生総合支所 市民福祉課 ☎0225-76-2111
● 北上総合支所 市民福祉課 ☎0225-67-2301
● 牡鹿総合支所 市民福祉課 ☎0225-45-2113

石巻市役所 ２階 子育て支援課

8:30～17:00 （月～金）

石巻市のぞみ野2丁目2番4
石巻信用金庫総合相談センター４階

9:00～16:00 （月～金  土は要予約）

石巻市穀町15番2号 石巻市ささえあいセンター2階

開設時間

0225-24-6878 または
080-9259-0361

相談直通電話

えきまえ窓口

平日 10:00～18：00
土日祝日 9:30～17：00

場　　所

開設時間

0225-98-4158 または
080-1664-2936

相談直通電話

場　　所

子どもを遊ばせ
ながらゆっくりお話
できますよ！

専任の相談スタッフがお話を伺いな
がらいっしょに考えます。

妊娠中から０歳～１８歳未満の子ど
もの成長をいっしょに見守ります。

ひとりひとりに合わせて関係機関と
いっしょに支えます。

いっしょ
1

いっしょ
2

いっしょ
3

どんなことでも
相談できます！0225-24-6848

issyo.ekimae@gmail.com メールはいつでもＯＫ！

フリースペースで
ゆったりお話
できますよ！

赤ちゃんを育てる
自信がなく不安

どこに
相談したらよいか
窓口や機関を
探すのが大変

妊娠中や
子育て中は自分で
情報やサービスを
探すのは大変

石巻に
引っ越してきた
ばかりで子育て
情報が欲しい

妊娠中に
参加できる

講座やイベントが
知りたい

夫婦の悩み

シングルでの
子育て

赤ちゃんを育てる
自信がなく不安

経済的な悩み

仕事復帰が心配

2人目・3人目の
出産時・産後の
生活が心配

自分の悩みに
あった情報や
サービスが
わからない

気分が落ち込んで
しまって…

誰かと話したい
発達・障害の悩み

保育所・幼稚園・
学校での悩み

授乳や離乳食
の悩み

一緒に子育て
を楽しむ仲間
が欲しい

核家族・同居の
悩み

21

あなたの子育てをいっしょに

場　　所

開設時間

相談直通電話
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はじめまして！ 

みなさんが赤ちゃんとの新しい生活を安心して楽しめるよ

う“いしのまき子育てデビュー”に役立つプレゼント「お産

と子育てリソースマップ」を作りました。　

子育ては地域に密着した日々のものです。子育てを楽しむ

コツは地域をよく知ること、そしてたくさんの人と出会い・

つながることです。

みなさんと一緒に子育てを楽しみたい！応援したい。

いしのまきに暮らすみなさんの子育てが楽しくなりますよ

うに！

将来、子どもたちが「いしのまきにうまれ育ってよかっ

たぁ！いしのまきだいすき」といって、またこのまちで子育

てすることを願って…♡

石巻市子育て世代包括支援センター

いっしょｉｓｓｙｏ

いしのまきの子育て

仲間になるみなさんへ

■子育て世代包括支援センター「いっしょ issyo」

■メッセージ　　　　　　　　　　　　　

■コンテンツ

■産婦人科・産科・その他サポート事業

■子育て支援センター・児童館

■子育てサークル

■プレーパーク・出張ひろば

■ちょっと預けたい（一時預かり）・ファミリーサポート

■子育てを応援する制度～予防接種・子どもの発達・ひとり親家庭～

■小児科・耳鼻咽喉科・皮膚科情報・夜間救急・休日診療

■保育所（園）・こども園・幼稚園情報　　　　　　

■公園情報　　　　　　

■絵本にふれる（図書館情報など）

■子育て家庭の防災～先輩ママたちが学んだことから～

■困った時の相談先

■緊急ダイヤル

1 ～  2

 3

4

5 ～  8

9 ～10

11

12

13～14

15～16

17～18

19～22

23～24

25～26

27～28

29～30

裏表紙

C O N T E N T S

いしのまきで子育てデビューするかたいしのまきに来てくれた子育て中のかた
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産婦人科・産科以外にも…

お産の取り扱い 石巻での
里帰り出産
の受け入れ

石巻以外での里帰り
出産を希望する方の
健診の受け入れ

母乳相談 乳腺炎の治療
マッサージ・
薬の処方

出産後の
ママ自身の

体調不良の受診

不妊治療の
相談受付

産院での
対応一覧

産後はからだのトラブルが起こりやすい時

期。なかなか相談しにくいこともあります

が、ひとりで我慢しすぎないことが大切で

す。「私だけ…」と思っていることでも、同

じ悩みを持っている方はいるもの。それを

知るだけでも安心しますよ♪

母乳相談・産後のトラブル

東松島市小松字
若葉9-1
☎ 0225-83-3597
（完全予約制）

石巻市あけぼの1-1-2　☎ 0225-22-7111
開催日：毎週水曜日
時　間：13：00～16：00（予約不要）
●２階ゲームコーナーそばに休憩室
があり、授乳やおむつ替えなど、
普段のお買い物の時に自由に利用
できます。

●相談日には無料で、授乳・栄養・
発育などの相談、お子さんの身長・
体重測定もできます。

●母乳育児の専門家である先生が、
授乳、母乳の様々な相談に対応。
子育て全般の相談にも。

●イトーヨーカドー石巻あけぼの店「赤
ちゃん相談室」を担当しています。

助産師：本田 由美 助産師：高橋 有希 助産師：小野 直子

●お問い合わせ：
石巻市健康推進課　☎ 0225-95-1111
河南総合支所市民福祉課　☎ 0225-72-2094

もぐもぐ育児教室

5か月から8か月児は離乳食や赤ちゃんの生活で大切な
時期です。保護者の方を対象に、離乳食の進め方や生活
リズムについてなど個別で相談できますよ。赤ちゃんと
いっしょにどうぞ（要予約・定員6組程度）。

石巻市のぞみ野
5丁目16-2
☎ 090-2844-4712
（完全予約制）

●堤式乳房管理認定者
●妊娠期からの母乳育児支援、ベビー
マッサージ、沐浴指導、戌の日さら
し、ヨガなど行っています。

● instagramあり。

東松島市赤井字
川前四番20-1　
☎ 0225-90-4868
090-9034-1540

●母乳相談、ベビーマッサージ、ベビー
スキンケア、離乳食、妊婦さん講座
など各種ご相談くださ
い。

ほんだ
母乳育児相談室

イトーヨーカドー石巻あけぼの店
2階 赤ちゃん休憩室

ママと赤ちゃんサロン
Andante有希●助産院●

たまひよ応援隊

有志の助産師がつながりながら専門スキルを活かして地
域の中で子育てママの応援をしています。なかよし保育
園地域子育て支援センターの「たまごひよこサロン」や子
どもセンターらいつの「親子でほかほか」などで出会うこ
とができます。心や体のセルフケアの方法や、赤ちゃんに
ついて、家族についてなど幅広いテーマで寄り添ってくれ
ますよ。

お産のできる病院では、お産が優先になります。当日の母乳相談が可能かどうか、病院に行く
前に、まずは電話でお問い合わせを。

HP：andante4103.com
HP：honda-no-kokoro.jp

石巻市茜平4丁目104　☎ 0225-92-1333
開催日：不定期開催 ※開催日については、事前に店舗へお問い合わせください。
時　間：12：00～16：00（予約不要）
●２階ベビー服売り場のそばに休憩室があ
り、授乳やおむつ替えなど、普段のお買い
物の時に自由に利用できます。

●相談日には無料で、授乳・栄養・発育など
の相談、お子さんの身長・体重測定もで
きます。詳しくは、ベビー・キッズ服売り
場の店員さんにお尋ねください。

イオン石巻店 ２階
Baby Room（ベビールーム）

：harukoto0415@yahoo.co.jp ：osanbanaochan@gmail.com

まめ知識

こころとからだをととのえよう

あべクリニック産科婦人科

■ 石巻市大街道西2-1-80
■ ☎ 0225-22-3322

うつみレディスクリニック

■ 東松島市赤井八反谷地132-6
■ ☎ 0225-84-2868

やまもと産婦人科

■ 石巻市大街道北1-3-15
■ ☎ 0225-93-7000

石巻ロイヤル病院

■ 石巻市広渕字焼巻2
■ ☎ 0225-73-5888

しらゆりクリニック

■ 石巻市蛇田字新立野330-2
■ ☎ 0225-22-3717

齋藤産婦人科医院

■ 石巻市中央3-5-26
■ ☎ 0225-22-0707

石巻赤十字病院産婦人科

■ 石巻市蛇田字西道下71
■ ☎ 0225-21-7220

日赤で
出産に限り

日赤で
出産に限り

一か月
健診まで
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お子さんのお口の中で気になることや困ってい
ることを気軽に相談してください！歯科衛生士
が個別に相談をお受けいたします。（※保護者
の方自身のお口に関する相談でも結構です）

歯科相談

対　象　石巻市内在住の方
場　所　石巻市保健相談センター2階

診察室　13：00～15：00
1人約30分（要予約）

申込み、お問い合わせ先は
石巻市健康推進課
☎ 0225-95-1111（内線2417）へ

離乳食の進め方、乳幼児の食生活、生活習慣
病予防の食事など、食事と栄養についてなど
気軽に相談してください。栄養士が個別に相
談をお受けいたします。

栄養相談

対　象　石巻市内在住の方
場　所　石巻市保健相談センター3階

研修室 10：00～12：00 
1人約40分（要予約）

申込み、お問い合わせ先は
石巻市健康推進課
☎ 0225-95-1111（内線2428）へ

～いしのまきでは、産婦人科・産科以外でも助産師を中心とした
サポートが受けられ、子育て支援が充実しています～

妊娠中のこと、育児について、心配なことはありませんか？
個別で助産師に相談ができますよ。

【相談日】 おおむね毎週火曜日（要予約）　【会場】 ささえあいセンター（ほっとぉ～る）2階
【申し込み・お問い合わせ】 
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 ☎ 0225-98-4158

子育て中、自分の体調管理はおろそかになりがち。市の健康診断などを利用し、
自身の健康にも気を配って。今回は子宮頸がん検診・乳がん検診を紹介します。

お問い合わせ先：石巻市健康推進課　☎ 0225-95-1111（内線2427）

日程や詳細は
お気軽にお問い
合わせください。

検診内容

超音波検査（毎年）（30歳代）
マンモグラフィ撮影（隔年）
（40歳以上の偶数年齢）

※年度末の年齢

自己負担金

500円

1,000円

マタニティブルーや産後うつという言葉を知っていますか？赤ちゃん
を迎え新しい環境のため、こころとからだのバランスが不安定となっ
て引き起こされる症状です。気分が沈んだり、なぜか泣けてきたり、
気力がわかない、自分を価値のない人間と思ってしまうなど。誰かと
話したりリフレッシュが大切。病院などでも相談できます。

産後うつ

乳がんのこと…自分の乳房に関心を！

産後ケア事業 子育て応援アプリ「ISHIMO」
赤ちゃんのお世話で手一杯で、自分のカラダと
ココロをゆっくり休める時間がとりづらい産後
のママが、助産師から心身のケアや子育てのア
ドバイスを受けられます。詳しくは、お問い合わ
せください。

子育て世代に必要なイベント情報、手続き情
報などいろいろ届く便利なアプリです。
ママはもちろん、マタニティさんから登録できま
す。健診や予防接種などの目安や記念日も登
録できますよ。母子手帳と合わせて、ご家族み
なさんでぜひご利用ください。
※無料でご利用いただけます。ただし、
通信料等は利用者の負担となります。

利用できる方 
市内に住所があり、4か月未満の赤ちゃんとお母
さんで、育児相談や授乳指導、不眠や疲労などに
対する心身のケアが必要な方

申込み、お問い合わせ先は
石巻市健康推進課
☎ 0225-95-1111（内線2422）
各総合支所市民福祉課

利用方法 ダウンロードサイト（下記二次元バー
コード）から「母子手

帳アプリ 母子モ」をインストールし、
石巻市に登録することで子育て応援
アプリ「ISHIMO」を利用できます。

育児ヘルパー事業
「家事・育児が大変で余裕が持てない」「産後、
手伝ってくれる人がいない」等の家庭に対して
育児ヘルパーを派遣し、育児や家事のお手伝
いを一緒に行います。

利用できる方 
市内に住所があり、妊娠中（母子健康手帳の交付
を受けた方）及び産後の方で、出産前後において、
日中家事や育児を手伝ってくれる人がいない方

申込み、お問い合わせ先は
石巻市子育て支援課
☎ 0225-95-1111（内線2554）
各総合支所市民福祉課

ホームスタート
子育て経験のあるボランティア（ホームビジ
ター）がご自宅を訪問して、子育て中のママの
お話を聞いたり、いっしょに家事をしたりお子さ
んと遊んだりする、新しい子育て支援です。

利用できる方 
6歳以下（未就学児）の
お子様のいるご家庭

申込み、お問い合わせ先は
ホームスタートいしのまき
☎ 0225-24-8304
　 ：babysmile.ishinomaki.hsj@gmail.com

災害などの緊急時、母乳は赤ちゃんにとって大事なライフラインとなります。普段も快適で楽しく母乳
育児が続けられるよう、自分に合った相談先が見つかると良いですね

自己負担金 2,000円
対象：20歳以上子宮

頸がん
検診

乳がん
検診

子宮頸がん・乳がん検診についてのお知らせ

ママのまめ知識

MEMO

87

助産師による相談



0～18歳までの子どもと保護者
が自由に利用でき、異年齢の
中で遊ぶことができます。室内
運動スペースやサークル利用
できる部屋、休日子育て相談
（土日）もあります。

石巻市立町1-6-1   ☎ 0225-23-1080
9:30～19:00（休館 年末年始、祝日、第1、3木曜日）

石巻市子どもセンター「らいつ」
赤ちゃんが産まれると子育て１年生の始まり。何人産ん
でも、その子によって性格も違います。みんなどうしてい
るのだろう、どこに行ったら子育て仲間に会えるのか
な。子ども同士遊ばせてみたいな。そんなママデビュー
のふわふわした気持ちを受け止めてくれます。もちろ
ん、悩みの相談や、子育ての情報ももらえますよ♪

児童館

Mama
Debut!

開放日時、イベント開催日
は市報または市のホーム

ページに詳しく

載っています！どの地区
の方でも利用できますよ

！

光が差し込む開放
感のあるセンターで、
みんなでみんなのお
子さんを温かく見守
り一緒に育てていき
ましょう♪

石巻市八幡町1-6-22  ☎
 0225-94-2366

湊子育て支援センター

みなと荘2階支援室

を中心に活動してい

ます。湊こども園の園

庭で遊んだり、情報

交換をしながら子育

てを楽しみましょう。

石巻市相野谷字本屋敷23-2  ☎ 0225-61-1601

河北子育て支援センター

親子で楽しくホッと
するような子育ての
場の提供をしていま
す。戸外遊びもでき
ますよ。

石巻市和渕字笈入前１-１
  ☎ 0225-72-4670

河南子育て支援センター
「パプラ」

広い和室と大型遊具

の部屋で親子ゆった

り遊べます。メニュー

も豊富でママたちへ

の癒しの時間もあり

好評です。

石巻市雄勝町小島字和田123   ☎
 0225-25-6331

雄勝子育て支援センター

保育所と併設してお

り、天気の良い日は

広い所庭で遊んで

います。気軽に遊び

にきてください。

石巻市桃生町中津山字四軒前40  ☎ 0225-76-4521

桃生子育て支援センター
「キッズホーム」

石巻市さくら町3-14   ☎ 0225-25-0567

渡波子育て支援センター
「てんとうむし」

安心して楽しく子育てできるよう支援し、≪心のより所≫となっている
場所です。砂
場遊びもでき
ますよ。

自然がいっぱい、ゆ
ったり感の中で子育
てを楽しみましょう！

自然がいっぱい、笑

顔がいっぱい、親子

でゆったりほっこり

できる遊びと交流の

場で、子育てを楽し

みましょう！

木のぬくもりを感じ
ながら広 と々したセ
ンターで、子育て中
のママ・地域の皆さ
んも一緒に楽しく遊
びましょう。

石巻市大街道西2-2-25（千の杜学び
の内）

 ☎ 070-1142-9332

地域子育て支援拠点
にじいろひろば

０歳～２歳児の親子

が交流できる場所。

笑顔あふれる空間

で、共に育つあたた

かい居場所作りをし

ています。

参加人数は5組まで

としてゆったりと活動

しています。どの事業

も予約制です。お電

話お待ちしておりま

す。気軽に遊びに来

てくださいね！

石巻市蛇田字土和田19-11   ☎ 0225-98-5322

マタニティ・子育てひろば
「スマイル」

石巻市鮎川浜清崎山7（清優館内） 
 ☎ 0225-45-2197

牡鹿子育て支援センター
「ぐんぐんすくすく」

石巻市三ツ股3-1-1   ☎ 0225-24-6113

釜子育て支援センター「あおぞら」
石巻市中里3-10-7（なかよし保育園内

） 

 ☎ 0225-96-4551

なかよし保育園地域
子育て支援センター

ほっとひといき。
あたたかい居場所。親子が
ゆったりつながったり、子育
て情報ともつながれるよ。

石巻市北上町十三浜字崎山181  ☎ 0225-66-2177

北上子育て支援センター

ママデビュー
子育て支援センターまずはここから
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「石巻市父子手帖」の作製が
きっかけ。他のパパたちとの
出会いや子育てについて話せ
る場は貴重！水遊びや焼き芋
を楽しむなどイベント開催も。

パパサークルI・K・O
活動場所 石巻市内

折り紙・陶芸など子育てに
役立つワークショップを通
し、交流を深めています。

ハッピーママ
活動場所 桃生子育て支援センター「キッズホーム」

いちご狩りやりんご狩り､
公園遊びやクリスマス会な
ど毎月楽しい行事をママ
たちで企画しています。

チップとディル
活動場所 桃生子育て支援センター「キッズホーム」

りせすは英語で休み時間
という意味です。ママたち
にとって、忙しい家事や育
児の休み時間になります
ように♡

りせす子育てサロン
活動場所 石巻市羽黒町1-11-24

河南地区

桃生地区

河北地区
第4金曜日に予定していま
す。只今サークルメンバー
の募集中。楽しく活動でき
ますよ。

さくらんぼ
活動場所 河北子育て支援センター

★先輩ママからの役立つ情報やアドバイスがたくさん！ ★みんな楽しさも満足感もいっぱい。充実した時間が過ごせます！
★子どもの成長をみんなで見守り、親としても成長できますよ。 ★サークルで出会ったママ友は、子どもが大きくなってもいいお友達♪

先輩ママたちがあたたかく迎えてくれます

月２回、ゆったりのんびり
０歳～３歳の子どもたちと
活動しています。
ママのリフレッシュの場に
もなっています。

どんぐり
活動場所 河南子育て支援センター「パプラ」

子育てサークル仲間と楽しむ
子育て♪

～自然体で楽しもう！～
やってみたい！にチャレンジできる遊び場
自然・火・道具・人。そこにあるものに触れ、思いのままに自由に遊ぶ広場です。
大人も不思議と自然体になれるので、子育ての悩みも喜びも共有できる仲間がみつかるか
もしれませんよ♪

NPO法人 にじいろクレヨン

活動場所 ：にじいろ農園 （石巻市大街道西2-2-25）

お問い合わせ先 ：080-4426-2416

自然遊び、野菜作り体験等を通じて地域住民のみなさんと子ども

たちが交流できる地域に開かれた居場所です。

活動場所 ：稲井公民館 （石巻市新栄1-25-7）

認定NPO法人 こども∞感ぱにー

活動場所 ：プレーパークわたのは （石巻市渡波字黄金浜157）
プレーパークひがこー （石巻市鹿妻南2-7） 

活動日時 ：毎週 金・土・日曜日 （プレーパークわたのは） 
毎週水曜日 （プレーパークひがこー）

お問い合わせ先 ：070-2436-8517

冒険いっぱい！手作り遊具があり、多世代のお友だちや自然と触れ合

い遊べます。室内もあり０歳児赤ちゃんも利用できます（プレーパー

クわたのは）。

お問い合わせ先 ：0225-94-2366

亀が森冒険遊び場 （亀が森地元有志の会）

活動場所 ：亀ヶ森八幡神社・公園 （石巻市相野谷字旧会所脇43）

活動日時 ：主に毎月第3日曜日 （Face bookで告知）

お問い合わせ先 ：080-5223-4976

みんなでのんびり子どもたちを見守って過ごしています。いつ来

て、いつ帰ってもOKです。お気軽にどうぞ。

月1回、稲井地区にお住まいの親子を対象に指導員

と一緒に歌や体操を楽しむ広場を開催しています。

湊子育て支援センター出張ひろば「あそびのひろば」

活動日時 ：毎月第2火曜日

本庁
地区

本庁
地区

河南
地区

牡鹿地区
子どもと一緒に遊びなが
ら情報交換やリフレッシュ
タイムを楽しんでいます。
♥毎日明るい笑い声が響
いていますよ♥

牡鹿ちびっこサークル
活動場所 牡鹿子育て支援センター

牡鹿
地区

桃生
地区

桃生
地区

河北
地区

1211 上記のサークル、サロンに興味のある方は各「子育て支援センター」や「いっしょ issyo」へ連絡してみてね♪

ママフラサークル
活動場所 向陽地区コミュニティセンター・

大街道会館

本庁地区

本庁
地区

子連れでフラダンス、主役は
ママたちです。運動不足に、
仲間づくり、ハワイ好き、いろ
いろな仲間がいます。是非一
度覗きに来てくださいね～！



1歳～就学前まで
（事前登録必要）

スタッフの声 普通の民家で

の託児となり

ます。少人数で兄弟・姉妹のよう

な関りを大切に保育していきます。

■石巻市立鹿妻保育所　☎ 0225-22-0940
■石巻市立北村保育所　☎ 0225-73-3885
■石巻市立二俣保育所　☎ 0225-62-2217

※詳しくは石巻市子ども保育課　☎ 0225-95-1111 （内線2514）※詳しくは石巻市子ども保育課　☎ 0225-95-1111 （内線2514）

特定非営利活動法人 乳幼児保育園ミルク

ケガや病気の回復期

石巻市に住所があるか、住所はないが石巻市の保育園・
幼稚園に在籍しているお子さん
生後６か月～就学前  定員３名
月曜日～金曜日  8時30分～17時30分
土日祝・年末年始の預かりは不可
保育料：一人1日2000円（給食おやつ付き）、
半日1000円（ご家庭の状況により減免あり）
専任の看護師・保育士が保育しています♪

（通称：ファミサポ） 対象年齢：概ね2か月～小学6年生
石巻市 ファミリーサポート事業

☎ 0225-23-7407

まずは登録しておこう

石巻には、あなたの子育てをお手伝いしてくれる
しくみがあります♪
幼稚園・保育園・習い事などへの送迎だけでもＯＫ！

事務局では預かってほしい
会員と預かれる会員を仲
介・紹介をしてくれます。

石巻市のぞみ野2-2-4
石巻信用金庫総合相談センター４階
月曜日～土曜日9：00～16：00
（日曜日、祝日、年末年始はお休み）

石巻市ファミリーサポートセンター事務局

活動日・活動時間

※ただし、2人目は半額になります。

平日（7時～19時）

土・日・祝日
及び年末年始（12/29～1/3）
並びに上記時間帯以外の時間

最初の1時間

600円

以降30分毎

300円

700円 350円

石巻市病後児保育事業
「病後児室ミルク」

石巻市立保育所の
一時保育
（石巻市に住所を有する方限定）

（事前登録必要）

対　　象

どんな時

■石巻市中里3-10-7  ☎ 0225-96-4551

なかよし保育園一時保育（石巻の方限定）

1歳6か月～就学前まで
（事前登録必要）

■石巻市大街道東4-1-45  ☎ 0225-92-8801

託児室ぴよちゃんらんど

0歳2か月～ 8歳まで
（予約制）

■石巻市吉野町2-6-7  ☎ 0225-25-5922

湊水産結のいえ保育園

1歳6か月～就学前まで
（事前登録必要）

■石巻市明神町2-3-51  ☎ 0225-98-8760

木のおへや みらいキッズ

スタッフの声 子どもたちもママたち

も「こうあるべき」「こ

うでなければならない」にとらわれない保

育、ママたちの痒い所に手が届く寄り添う

支援を実現しています。そして妊娠中・妊

活中のママも通える保育園として不安や孤

独を解放できる居場所づくりをしています♪

スタッフの声 お子さまが安

心して過ごせ

るように保育スタッフがひとりひ

とりの思いを大切にしながら異年

齢少人数保育を行っています。自

園調理の給食もおいしいです。

スタッフの声 ０歳から就学

前のお子さん

を預かる保育園です。体を使って

存分にあそび、おいしい手作り給

食を食べます。

スタッフの声 少数保育で手

作り給食です。

季節の行事、食べ物も取り入れて

保育しています。

0歳2か月～12歳まで

■石巻市向陽町2-23-16  ☎ 0225-23-2737

チャイルドケアサービスも・も

0歳児3か月～3歳6か月まで
（事前登録必要）

■石巻市向陽町2-10-12  ☎ 0225-23-7277

保育所ちびっこランド石巻向陽園

0歳6か月～就学前（6歳）
（事前登録必要）

■石巻市蛇田字新埣寺137-10  ☎ 0225-25-7646

ハピネス保育園へびた

0歳2か月～就学前まで
（事前登録必要）

■石巻市のぞみ野4-19-12  ☎ 0225-98-5662

託児所PetitAnge（プチアンジュ）

スタッフの声 保育園の利用

理由は問いま

せんのでお気軽にお問い合せ下

さい。

スタッフの声 保育時間はご

家庭の生活リ

ズムに合わせ、子どもの発達過程

を踏まえて対応。出張保育（０歳

〜１２歳）、送迎もご利用ください。

スタッフの声 異年齢の子が、

いっしょに生活

する保育園です。

病後児ネット予約サービス「あずかるこちゃん」
から事前登録できます。
石巻市のぞみ野2-1-5  ☎ 0225-98-5550

ちょっと
一

時
預
か
り

美容室や病院へ行く間、
この子を預かってもらえ
ないかしら？

私もリフレッシュ
したいなぁ…

保育園のお迎えに
間に合わないなぁ…

「ちょっと子どもを見ていて

ほしい…」 理由を問わず

に預かってくれる子育ての

強い味方！ 「でも、預け

るのが心配…」大丈夫、

プロのみなさんです♪ 

預けたい日が決まったら

早めに予約しましょうね。
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石巻市健康推進課のアドバイス

■石巻市健康推進課 ☎ 0225-95-1111（内線2423）
■各総合支所 市民福祉課（P2参照）
■子育て世代包括支援センター （P1参照）
・ 石巻市役所窓口 相談直通電話 ☎ 0225-24-6848
・ いっしょissyo へびた 相談直通電話 ☎ 0225-24-6878
 または専用携帯 　 080-9259-0361
・ いっしょissyo えきまえ 相談直通電話 ☎ 0225-98-4158
 または専用携帯 　 080-1664-2936

生まれた日の翌月末頃、市から予防接種の予診票つづりが届くので、確認
してね。決められた期間を過ぎると自費になりますよ。

子どもたちの成長はさまざま。同じくらいのお子さんとつい比べてしまい、気に
なるときもあるかもしれません。気になったときは、気軽に相談してくださいね。

生後２か月のお誕生日からスタート！

発達や成長で気になったら…

■お問い合わせ  石巻市健康推進課［☎ 0225-95-1111 （内線2427）］

定期予防接種

予 防 接 種

子 ど も の 発 達

制度でサポート！ひ と り 親 家 庭 

相談先

任意予防接種

●予防接種法に基づく予防接種
●無料

●自分で受けるかどうか決める予防接種
●自己負担（一部助成あり）

●高等職業訓練促進給付金●
石巻市子育て支援課

児童扶養手当の支給を受けている方等
が、看護師や介護福祉士等対象となる
資格取得のため、指定された養成機関
で６か月以上修業する場合に、「高等職
業訓練促進給付金」及び「高等職業訓
練修了支援給付金」が支給されます。
支給には一定の要件を満たす必要があ
ります。また、事前相談が必要です。

●母子父子寡婦福祉資金●
宮城県東部保健事務所

お子さんの就学や就職、知識・技能の取
得等に必要な資金や、ひとり親家庭の
お母さんまたはお父さんなどが経済的
に自立して安定した生活を送るために必
要な資金を借りられます。貸し付けには
一定の要件を
満たす必要があ
ります。

あったか♪
いしのまき情報
「おたふくかぜワクチン」
は助成で
受けられます！

子育てを応援する制度もいろいろあります。

その中から少しピックアップ♪アドバイスも参考にしてみてくださいね★

子育て 応援 制度

予防
接種

子どもの
発達

ひとり親
家庭

を する
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●児童扶養手当●
石巻市子育て支援課

お子さんの健やかな成長のために、18
歳になる年度末まで（法令で定める障
がいの状態にある場合は20歳になるま
で）のお子さんの養育に携わっている方
を対象に、手当が支給されます。支給
額は所得やお子さんの人数によって異な
ります。

●ＪＲ通勤定期乗車割引制度●
石巻市子育て支援課

児童扶養手当の支給を受けている本人
または同じ世帯の方が、乗車券を３割引
で購入することができる制度です。通勤
定期が対象となります。

●母子・父子家庭医療費助成●
石巻市子育て支援課

１８歳になる年度末までのお子さんを養
育しているひとり親家庭のお母さんまた
はお父さんが、医療機関で受診した際
に係る医療費（保険診療の患者負担分）
の一部を助成します。保護者等の所得
制限があります。

●自立支援教育訓練給付金●
石巻市子育て支援課

児童扶養手当の支給を受けている方等
が、就職やキャリアアップのために指定さ
れた教育訓練講座を受講し修了した場
合、受講にかかった費用の一部が支給さ
れます。支給には一定の要件を満たす必
要があります。受講前に講座の指定を受け
る必要があるため、事前相談が必要です。



あいかわ小児クリニック

阿部こどもクリニック

石巻市夜間急患センター

石巻赤十字病院

おおば小児クリニック

簡野医院

佐久間眼科小児科医院

櫻井内科クリニック

佐々木医院

佐藤内科医院

紫桃内科医院

中浦内科医院

中山こどもクリニック

成田医院

石巻市橋浦診療所

ものうファミリークリニック

石巻市丸井戸3-4 -10

石巻市千石町6-11

石巻市蛇田字西道下71

石巻市蛇田字西道下71

石巻市門脇字青葉西38-１

石巻市鋳銭場1-10

石巻市鹿又字八幡前17-4

石巻市八幡町1-3 -22

石巻市広渕字町北70 -1

石巻市和渕字和渕町86

石巻市茜平4-104イオンモール石巻 1F

石巻市鹿又字伊勢前53-2

石巻市中浦1-2-111

石巻市中里3-4 -27

石巻市相野谷字飯野川町122

石巻市北上町橋浦字大須215

石巻市桃生町中津山字八木167-4

92-8805

22-1152

94-5111

21-7220

93-9693

21-5335

74-2244

92-7651

73-3811

72-3122

22-3020

75-2325

21-7551

95-4121

62-3221

67-2051

76-4024

医療機関略称 所在地 電話番号

かわらだ内科・
胃大腸クリニック

MEMO

石巻赤十字病院

亀田内科皮膚科クリニック

熊井皮膚科医院

鈴木皮膚科医院

ます皮膚科医院

山内皮膚科医院

石巻市蛇田字西道下71

石巻市大街道南5-4-31

石巻市中央1-10 -23

石巻市八幡町2-5-16

石巻市茜平1-4-1

石巻市中央3-5-24

21-7220

95-6118

22-1440

22-3572

93-3737

22-0292

医療機関略称 所在地 電話番号

石巻市立病院

石巻赤十字病院

小林耳鼻咽喉科医院

六郷耳鼻咽喉科

渡辺耳鼻咽喉科医院

石巻市穀町15-1

石巻市蛇田字西道下71

石巻市蛇田字北経塚72-1

石巻市わかば2-5-5

石巻市鋳銭場5-35

石巻市貞山1-4-5

25-5555

21-7220

95-9537

22-3387

22-5012

93-1131

医療機関略称 所在地 電話番号

佐藤みみ・はな・のど・
クリニック

歯のケアも忘れずに♪
小児歯科は「ＨＰみやぎのお医者さんガイド」で調べてみましょう♪

小 児 科 ・ 内 科 市外局番（0225）

皮 膚 科 市外局番（0225）

耳 鼻 咽 喉 科 市外局番（0225）
いん こう

休日に受診したいときは？

●石巻市の市報 ●石巻市ホームページ（休日当番医で検索）
●休日・夜間診療案内電話 ☎0225-95-3290

石巻市夜間急患センター　☎ 0225-94-5111
【小児科】 
■月曜～金曜 19：00～22：00  ■土曜 18：00～翌7：00  ■日曜・祝日 18：00～翌6：00

※内科・外科の診療時間については、裏表紙をご覧ください

「みやぎのお医者さんガイド」参考
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かかりつけ医を
もつと心強いですよ！小児科・内科  耳鼻咽喉科

皮膚科  一覧



2019

石巻保育所

渡波保育所

鹿妻保育所

蛇田保育所

井内保育所

若草保育所

水押保育所

ふたば保育所

水明保育所

荻浜保育所（※1）

釜保育所（※2）

飯野川保育所

大川保育所（※3）

大谷地保育所（※3）

二俣保育所（※3）

雄勝保育所

前谷地保育所

和渕保育所

鹿又保育所

須江保育所

北村保育所

大手町8-21

さくら町3-14

鹿妻北2-6-3

蛇田字新金沼406-1

新栄1-24

向陽町4-8-8

水押2-11-20

大街道北1-2-83

水明南1-12-21

牧浜字竹浜道22-2（東浜小学校内）

三ツ股3-1-1

相野谷字本屋敷23-2

福地字町149-1

小船越字二子北下106

大森字内田1-19

雄勝町小島字和田123

前谷地字黒沢前88-1

和渕字日照5

鹿又字新八幡前37-2

須江字塩下前4-1

北村字幕ケ崎一17-2

22-3936

24-0660

22-0940

22-4575

22-3460

95-0186

95-8130

96-3539

96-8916

90-2264

24-6113

62-2355

65-2074

62-2767

62-2217

25-6351

72-3004

72-2136

74-2004

73-4333

73-3885

石巻

公
立
保
育
所

河北

雄勝

河南

地区区分 保育所等名 所在地 電話

桃生

北上

牡鹿

私
立
保
育
所

公
立
保
育
所

石巻

地区区分 保育所等名 所在地 電話

石巻こ
ど
も
園

私
立
認
定

こ
ど
も
園

河南

「仕事をはじめたい」「幼稚園に入園させたい」「どんなところがあるの？」
利用するための条件があるところもあります。くわしくは、各保育所（園）・
幼稚園へお問い合わせください。

市外局番（0225）

市外局番（0225）

北上

石巻

河南

桃生新田保育所

相川保育所

牡鹿地区保育所

湊こども園

北上こども園

なかよし保育園

インターナショナルプリスクールピノッチオ

ブルーバードインターナショナルプリスクール

石巻ひがし保育園

石巻たから保育園

ケヤキッズ あゆみの保育園

乳幼児保育園ミルク

レインボーインターナショナルプリスクール

ケヤキッズ さくらまち保育園

ケヤキッズ のぞみの保育園

リトルマーメイドインターナショナルプリスクール

広渕保育所

メロン保育園

石巻ひまわりこども園

さくらこども園

アリスこども園

桃生町新田字西町30

北上町十三浜字崎山181

鮎川浜清崎山7

八幡町1-6-22

北上町十三浜字小田93-4

中里3-10-7

大橋３-8-1

蛇田字北経塚19-2

伊勢町198-2

蛇田字沖13

門脇字青葉西108

のぞみ野2-1-5

門脇字二番谷地13-814

渡波字栄田6-1

あゆみ野5-1-7

流留字中1-2

広渕字新泉沢351-1

鹿又字学校前43-1

住吉町2-5-26

大街道西2-7-47

須江字大谷地53-1

76-4123

61-2008

45-3177

22-4657

67-2932

96-4551

93-0078

25-6201

90-4664

90-4990

25-6131

96-5178

98-9754

98-6990

24-6501

98-8904

73-2332

75-2590

95-3553

25-7876

98-8556※1 荻浜保育所については、現在休止しております。令和4年度は入所者が5名以上の場合に再開いたします。
※2 釜保育所については、公設民営の施設です。
※3 大川保育所、大谷地保育所、二俣保育所の3施設については令和5年4月に統合を計画しており、一つ

の新しい保育施設を建設する予定です。

保育所（園）・
　幼稚園情報



※ 教育時間：４時間を基準としています。
※ 公立幼稚園についてのお問い合わせは、各幼稚園及び
石巻市教育委員会教育総務課［☎ 0225-95-1111（内線5016）］

※ 私立幼稚園についてのお問い合せは、直接各幼稚園へ

※ 男性の方も利用できます。

ＧＥＮＫＩっこ保育園石巻園

ケヤキッズ へびた保育園

ピーターパン石巻南中里園

ケヤキッズ にばんやち保育園

小規模保育事業所ちるぴよ

石巻中里メリー保育園

ハピネス保育園南境

吉田保育園

保育所ちびっこランド石巻向陽園

湊水産　結のいえ保育園

チャイルドケアサービス　も・も

託児室ぴよちゃんらんど

託児所Ｐｅｔｉｔ Ａｎｇｅ（プチアンジュ）

ハピネス保育園へびた

すまーとキッズガーデン

BAYKIDSあゆみ野園

木のおへや みらいキッズ

緑ヶ丘ひかり保育園

恵み野6-3-16

蛇田字埣寺2-2

南中里2-6-14

門脇字二番谷地13-350

新成2-1-7

駅前北通り2-9-21

南境字新待井73

蛇田字新埣寺174-1

向陽町2-10-12

吉野町2-6-7

向陽町2-23-16

大街道東4-1-45

のぞみ野4-19-12

蛇田字新埣寺137-10

中里5-1-1

あゆみ野3-2-14

明神町2-3-51

東松島市大塩字緑ヶ丘4-5-9

98-8461

98-4031

98-5201

98-4428

98-6151

98-5326

25-7136

93-1312

23-7277

25-5922

23-2737

92-8801

98-5662

25-7646

22-5564

98-7837

98-8760

83-7080

石巻

小
規
模
保
育
事
業
所

認
可
外
保
育
施
設

地区区分 保育所等名 所在地 電話

住吉幼稚園

稲井幼稚園

河北幼稚園

桃生幼稚園

南中里1-8-25

真野字八の坪116-2

相野谷字旧屋敷118

桃生町樫崎字高附5

4歳～

4歳～

4歳～

4歳～

公
立
幼
稚
園

区分 施設名 所在地 対象年齢

22-1341

91-2129

62-3238

76-4775

電話

穀町幼稚園

法山寺幼稚園

石巻カトリック幼稚園

石巻みづほ幼稚園

ひばり幼稚園

長浜幼稚園

山下町1-2-42

湊字鹿妻山96-3

泉町3-2-17

蛇田字新下前沼166-1

蛇田字新西境谷地12

さくら町2-2-1

３歳～

３歳～

３歳～

３歳～

３歳～

３歳～

私
立
幼
稚
園

区分 施設名 所在地 対象年齢

22-5684

95-8120

96-3482

22-6405

93-4388

24-0688

電話

利用対象：12歳（小学生）以下のお子さんをお持ちの方・ひとり親家庭で子育てをしなが
ら就職を希望している方。職業相談、保育所等の情報提供、仕事と子育ての両立がしやす
い求人情報の提供など就職支援を行っています。利用料等無料です。予約の方が優先とな
りますので、事前予約をおすすめします。

石巻市泉町4-1-18石巻合同庁舎　☎ 0225-95-0158・0225-95-0159

市外局番（0225） 市外局番（0225）

市外局番（0225）

ハローワーク石巻マザーズコーナー東松島

※ 保育所（園）についてのお問い合わせは石巻市子ども保育課［☎ 0225-95-1111（内線2524）］
※ 認可外保育施設についてのお問い合わせは各施設へ

ママのまめ知識
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公園情報
公園へ
行って
みよう！

元気いっぱい遊べる公園をピックアップ！新しい公園も増えて
きましたよ♪お散歩や、体を動かして楽しみましょう♪

北上公園
石巻市中里3-12

SLのある、広い公園。

近くには、なかよし保

育園地域子育て支援

センターもありますよ♪

P 中瀬公園
石巻市中瀬3-18

近くに萬画館があり

ます。海風を感じなが

ら、思い切り走れる場

所！お弁当を持っていく

のもいいかも♪

P

セイホクパーク石巻
（石巻市総合運動公園）こども広場

石巻市南境字
大埣地内 

「のびのびエリア」 は

地面にクッション性が

あり、小さなお子さん

も安心して遊べます。

P

あゆみ野近隣公園
石巻市あゆみ野5-4

ベビーカーでのお散

歩も、小学生以上の

お子さんも、元気いっ

ぱいに遊べる広さと

遊具がいっぱい♪

P

Pさくら町西公園
石巻市さくら町2-38

身体を動かして遊べる

公園。 ロッククライミ

ングもあるアスレチッ

クや、整備された川で

の水遊びもできるよ♪

こもれびの降る丘遊楽館
石巻市北村字前山15-1

澄んだ空気がおいし

い公園。施設の中に

は図書館もあるよ♪

P 追波川河川運動公園
石巻市小船越字山畑338-1

ブランコやアスレチッ

ク、すべり台があり、

バーベキューもできま

す。野鳥観察広場も

あるよ♪

河南中央公園
石巻市須江字横手１

ひろ～い芝生。シート

を広げてピクニック気

分♪芝生の周りの舗

装道は木陰もあり、ベ

ビーカーでのお散歩

も安心。

南浜津波復興祈念公園
雲雀野広場

石巻市南浜町2-1-56

楽しい遊具がたくさん

あり、多世代で楽しめ

ます！雲雀野駐車場に

停めると公園にすぐ入

れます♪ベビーカーも

ラクラクです！

牧山市民の森
石巻市湊字中座峯山

市内が展望できる公

園。アスレチックやな

がーいすべり台があっ

て、バーベキューもで

きます。野鳥観察広場

もあるよ♪

P

P

のぞみ野中央公園
石巻市のぞみ野2-47

広くてきれいに整備さ

れており、小さなお子

さんのスペースもあり

ます。夏は人工の小川

に水が流れている日

もあり、水遊びをする

ことができます。

桃生総合センター
石巻市桃生町城内字東嶺164

春にはお花見も♪

アスレチックやバーべ

キューが出来るところ

もありますよ。

PP

P

P
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おはなし会

■ 石巻市図書館 ☎ 93-8635 石巻市羽黒町1-9-2　
■ 河北分館 ☎ 62-2121 石巻市成田字小塚裏畑54 河北総合センター内
■ 雄勝分館 ☎ 57-3052 石巻市雄勝町雄勝字下雄勝12-42
■ 河南分館 ☎ 86-3663 石巻市北村字前山15-1 遊楽館内
■ 桃生分館 ☎ 76-2111 石巻市桃生町中津山字江下10 桃生公民館内
■ 北上分館 ☎ 67-2111 石巻市北上町十三浜字小田93-4
■ 牡鹿分館 ☎ 45-3618 石巻市鮎川浜清崎山7 牡鹿交流センター内
■ みなと文庫 ☎ 96-0845 石巻市八幡町1-6-22 ※貸出は指定日です。
※開館日、時間については、それぞれお問い合わせください（石巻市図書館ホームページにも掲載されています）。
●利用登録できる方：石巻市、東松島市、女川町在住の方、石巻市に通勤、通学している方、里帰り出産などで短期間帰省している方
などの短期登録も可能です。詳細は石巻市図書館へお問い合わせください。

■ 石巻市図書館
● あかちゃんおはなし会 第1・3金曜日…………10：30～11：00
● たのしいおはなし会 第1・3土曜日…………10：30～11：00
● 紙芝居とおはなしの会 第2・4・5土曜日………10：30～11：00
■ 河北分館　■ 桃生分館：日時は市報やお電話等でご確認ください。
※おはなし会は変更になる場合もあります。市報やホームページで確認してください。詳細についてのお問い合わせは、石巻市図書
館まで。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、おはなし会の規模を縮小しています（令和4年1月現在）。

子育て支援センターなどで、読み聞
かせや絵本の貸出を行っています。
※日程など、詳細については各子育て支援センター
までお問い合わせください。

石巻市図書館と分館・分室 市外局番［0225］

「３、４か月乳幼児健診」を受診される際の待ち
時間を利用して、ブックスタートのボランティア
が一人ひとりに読み聞かせをしながら「絵本」を
プレゼントしています。 ※コロナ感染状況により、一部
内容に変更が生じる場合がございます。

～石巻市での活動～

抱っこのあたたかさのなかで、赤ちゃんに語りかける「愛情ことば」によって、赤ちゃんとその成長に関わる人
が、 お互いに心を通い合わせ、幸せが感じられるきっかけを届けていきたいと考えています。「絵本を開くこと
で、だれもが楽しく、赤ちゃんとゆっくり心ふれあうひとときをもてるように」

～ブックスタート事業を通して伝えたい思い～

ブックスタート事業

まちの身近な図書館

絵本の貸出を行っている
子育て支援センターもあります。

出張図書館
「えほんびより」

●  湊子育て支援センター
●  河北子育て支援センター
●  河南子育て支援センター「パプラ」
●  桃生子育て支援センター「キッズホーム」
●  北上子育て支援センター
●  マタニティ・子育てひろば「スマイル」

※詳しくは各センターへお問い合わせください。

■石巻市中央2-3-16たん書房ビル1階
■☎0225-90-4982（ISHINOMAKI2.0）

利用できる日 土・日・月　11：00～ 18：00

■石巻市小船越字山畑343-1
■☎0225-24-6625

にぎやかなカフェ付きの図書館。絵本を読みながら、お茶っこ

しながら、わいわいおしゃべりしながら楽しめます。

利用できる日 水曜日～日曜日  11：00～ 17：00

小上がりで絵本を読むこともできる小さな本屋さん。

まちなかの散歩の途中にご利用ください。

川の上
百俵館

■石巻市渡波町1-5-16
■☎0225-97-3903

絵本や大人向けの本などの貸出しは無料。館長と育児や教

育の相談など気軽にできます。ママの勉強にもどうぞ。

利用できる日 不定休。ほぼ毎日。  10：00～ 15：00
電話でご確認ください。

石巻まちの
本棚

子ども・
未来図書館

絵本は赤ちゃんとこころを通わす身近なツール。あっという間に過ぎる時間。
ほんの少し絵本と楽しむ時間を持ってみませんか。
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貴重品や避難グッズを
取りに行き被災し

た方も多い。

震災
直後の

アンケートで
上位のコメント。

普段の生活がどんな
に恵まれているか感
謝。資源は大事に

使おう！

当時は
停電になったので懐中

電灯や電池が売れて品薄に
なったことも。ロウソクもあると便
利。一番身近に感じることなので家
族みんなで意識しあおう。

車での避難中、渋
滞になったら車を捨て

る覚悟で！また、車を乗り
捨てるときは、鍵はつけたままで！

2011.3.11　東日本大震災で石巻は地震と津波により大きな被
害をうけました。被災地となった石巻で「うむ・そだてる・ま
もる」を私たち子育て当事者から発信していきます。
このページでは経験をもとに準備しやすい防災
アドバイスをお伝えします。

緊急時、石巻市の公式アカ
ウントからさまざまな情報
をお届けします。子育て世
帯への情報は、子育て支
援団体から発信する事が
あります。平常時から登録
やつながりを作っておくと
良いですね。

ママの
まめ知識

石巻市公式
LINEアカウント
登録はこちら

石巻市公式
メール

登録はこちら

“もしもポーチ”のご提案

普段持ち歩いてるバッグの中にポン！と入
れておくだけ♪外出先や、災害などの緊急
時にも使える、便利なアイテムをポーチに
ひとまとめ。

●着替え（ロンパース、肌着、靴下）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1組
●粉ミルク（スティック、キューブ型、液体ミルク）・・・・・・・・・・・・・・・・1、2本
●使い捨てスプーン（プリンなど買うとついてくるもの）・・・・2、3本
●消毒用の錠剤・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1シート
●熱さまし用シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1袋
●ストロー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2、3本
●ガーゼ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1枚
●爪切り　　●小さいハサミ　　●クリップ

●外出先や、病院の待ち時間のグズグズ対策も忘れずに♪震災時にも役立ちました！
◎お気に入りのおもちゃ  ◎赤ちゃんせんべいなどおやつ・離乳食

赤ちゃん用
●ナプキン
●おりものシート
●常備薬
●避難先や連絡先を書いたメモ
●テレカか小銭

ママ用

ママ編集部から

もしもポーチとは？！

石巻は海に囲まれていて、昔から「津波」
被害のある土地。また、東日本大震災で
地形も大きく変化し、大雨だけでも冠水
する場所も。

～災害時、授乳中のお母さんは少しで
も身体を休めリラックスし、食糧・水分
を優先的に確保することが大切～

建物などで見えませんが、実は海に近かったり、近くに避難できる高所
が見当たらないときも。緊急時は突然くるので、慌てると余計に判断で
きなかったり、女性は地理に弱い傾向も。事前の避難イメージが大切。
普段行かない所に行くときは、誰かに一声かけよう。

ガソリン
は約二週
間不足しました。車が
あるとラジオを聞いた

り携帯の充電もできる。余
裕があれば冷暖房も。早め早
めに補給を！

ちょっとし
たお出かけのと

きもバッグにパンやお菓
子。水筒やペットボトル
に水分をいれて持ち歩い
ている。水は何にでも使
えるので必ず持って。

津波警報がでたら、「遠く」へ逃げる
より「高く安全なところ」へ「早く」逃
げるため一時的な避難所として指
定されている。
妊婦や子ども
連れで遠くへ
早く逃げるの
は困難。日頃か
ら地図で場所
確認を！

津波避難ビル

見えなきゃ
何もできない！

●母乳にはたくさんの栄養が入っており、非常事態により流行する可能性のある、下痢
や呼吸器などの病気から赤ちゃんを守る。
●ストレスや恐怖で一時的に母乳の出が悪い、止まったと感じることもあるが、一過性の
ことがほとんど。母乳育児を続けると量が増え復活していく。
●お母さんが十分食べられなくても数日なら母乳はでるし、含まれる栄養はかわらない。

充分な備えが
あっても、災害はいつ起
こるかわからないし、想定
外のことが起きる可能性が
高いもの。子育てできる幸
せ。命を大切に日々に

感謝…。

備えていても…

とにかく何にでも
使える！

おしりふき 母子手帳

停電などのときにも
活躍。家、車、持ち出し用

でまとめて！

非常用バッグ

お出かけ
バッグに

ガソリンは
  常に満タン！

情報収集

鍵はつけた
ままで！

物より
命が大事！

節電

節水

メガネ・
コンタクト用品

ナプキンは
下着がわりにも！

オムツ・
ナプキン類

歩ける子でも
必ず準備！

感染症の
有無や
予防注射の
情報は重要！

おんぶひも
だっこひも

ゴミ袋は給水にも使える。
食器にラップを敷いて

使ったよ。

ビニール袋・
ラップ

住んでるところはどんなとこ？ おでかけのときは避難所や避難経路をチェック

携帯電話は繋がりにくかったり、充電などが不足する可能性もあります。頼り切らず、大事な連絡
先は書き出して財布やバッグなどに入れて携帯しよう♪遠くに住んでいる親戚や知人に緊急連絡

先を決めておくのも有効。食糧や物資が不足したとき、被災地から遠いと流通が機能していて物資を届けてもらえたとの声も。

緊急時の連絡手段

災害時の母乳育児

食糧、水を求めて、スー
パーには連日長蛇の列
が。子どもと一緒に買い
出しは本当に大変。さら
には並んでも手に入ら
ないもの多数。乳幼児
のものは特に！

買い置き！

つたえていきたい

先 輩 マ マ た ち が 学 ん だ こ と か ら
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困ったときの
相談先

子育て支援センター
でもママの相談を聞いて
くれますが、他にもいろいろ
な相談先があります。
困ったら一人で悩まず
相談しましょう。

子育てについての相談

子育て世代包括支援センター「いっしょissyo」（P1参照）
マタニティから0歳～18歳の子どもを育てている方へ情報提供をします。困りごとに
は一人ひとりの状況に合わせ、解決に向けた支援を行います。

子どもの発達に不安や心配があるとき

虐待・ＤＶ相談

児童相談所全国共通ダイヤル189 (いちはやく)
「虐待かも」と思ったときに、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話
番号です。近くの児童相談所に24時間つながります。通告・相談は、匿名で行うことも
でき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
毎日24時間
☎ 189 ※石巻市は宮城県東部児童相談所につながります。

宮城県東部児童相談所
月～金 8：30～17：15　☎ 0225-95-1121

虐待・DV相談 (石巻市役所2階・総合相談センター)
8：30～17：00  ※土日・祝日を除く
直　　　通 ☎ 0225-23-6614 または
石巻市役所 ☎ 0225-95-1111 （内線2535・2538・2539・2543・2544）

みやぎ夜間・休日DVほっとライン
木・土 17：30～21：00  ※祝日・年末年始を除く
毎週日曜日 13：00～17：00
☎ 022-725-3660

生活の相談

からだとこころの相談

生活困窮者自立相談支援窓口 （石巻市役所2階・保護課内）
仕事や生活に困っていらっしゃる方、相談窓口で一人ひとりの状況に合わせた支援プラ
ンを作成し、解決に向けた支援を行います。

8：30～17：00  ※土日・祝日を除く

☎ 0225-95-1111（内線2505・2507）

市各種相談 （石巻市役所2階・総合相談センター）
9：00～17：00
☎ 0225-95-1111（代表）  ※土日・祝日を除く

●女性・家庭児童相談 （内線2534）　 ●少年相談 （内線2533）
●市民生活相談 （内線2532）　 ●消費生活相談 （内線2536）

☎ 0225-23-5040（直通）　　　☎ 0225-22-5113（消費者ホットライン）

からころステーション
からだとこころの相談窓口です。震災後のこころのケアを目的に設立され、親自身のこと
や、子どものこと、子育て、家族、被災のことなど、いろいろな悩みを相談できます。心の専
門家（医師・カウンセラー）が対応しています。

毎日／10：00～16：00
☎ 0120-322-016

みやぎ心のケアセンター （石巻地域センター）
電話相談日 毎週月～金 9：00～17：00
☎ 0225-98-6625 

8：30～17：00
※土日・祝日を除く

☎ 0225-95-1111（内線2423）

☎ P2参照各総合支所市民福祉課
石巻市健康推進課（石巻市役所2階）
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