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県民運動シンポジウムの
開催報告

アンケートにお答えいただいた方へむすび丸コットンバッグをプレゼント！
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は る みやぎぴ
子育て支援を進める県民運動広報誌

発行 宮城県保健福祉部子育て支援課
〒980-8570　宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 7階　TEL：022-211-2528　FAX：022-211-2591
E-mail kosodates@pref.miyagi.jp　URL http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/

★「はぴるぷ みやぎ」
　次回発行は6月です。宮城　子育て支援課 検索

郵送先：下記の宮城県保健福祉部子育て支援課はぴるぷ担当までお送りください。ハガキの場合
件名を「はぴるぷアンケート」とし、下記のE-mailアドレスにお送りください。E-mailの場合

※当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。
※御応募いただいたアンケート内容は今後の紙面作りの参考にさせていただきます。
※いただきました個人情報はプレゼントの発送業務以外には使用いたしません。
※応募の際の必要事項に記入漏れがある場合はプレゼントを送付できませんのであらかじめご了承ください。

① 現在、子育て中ですか？子育て中の方は、
　 お子さまの年齢を教えてください。
② 子育ての悩み、困っていることをお教えください。
③ 本誌「はぴるぷ」はどこで手に入れましたか？
④ 本誌「はぴるぷ」についての御意見・御要望、
　 今後取り上げてほしい内容等をお聞かせください。
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＊応募期間：平成28年6月30日（木）まで（当日消印有効）＊応募方法：下記のアンケート内容とご住所・お名前を御記入の上、ハガキまたはE-mailで御応募ください。

すくすくすくすく 電車やバスで！幼児編　

公共の場での子どものマナー、
親子でルールを決めて、お手本を見せましょう。

お出かけは“学びの場”。
できるようになるまで、根気よく繰り返し伝えましょう。
お出かけは“学びの場”。
できるようになるまで、根気よく繰り返し伝えましょう。

　はぴるぷvol.3の掲載内容より、さらに詳細なシンポジウム
の開催報告を県子育て支援課ホームページへ掲載しました。
「残念ながら参加できなかったけれど、どんな内容だったか
気になる！」と言う方は、ぜひ御覧ください。
　また、来年度の開催の参考のために、アンケートを設置い
たしましたので、皆様の御意見をお寄せください。

申込方法等、詳細については、公益財団法人宮城県母子福祉連合会ホームページ
（http://www.h2.dion.ne.jp/̃miyagi-b/）を御覧ください。

ひとり親家庭就職・転職等
支援セミナーを実施します

　歯ぎしりは、睡眠中に上下の歯をこすり合
わせてキリキリ音をさせることです。幼児期

の歯ぎしりは、“成長の証”とも言われます。６歳
から１２歳くらいまでは、ちょうど乳歯が抜けて
永久歯が生えてくる年頃ですよね。大人の歯との
交換時期で、その際、生えてくる途中で歯がゆい
感じがあり、ギリギリと食いしばって不快感を紛
らわしているとも言われています。
　また、子どものあごの発育は、上下で少し時期
がずれます。５歳前後は下あごが上あごより早く
成長し、下の前歯が上の前歯の内側に強く当たる
ようになり、歯ぎしりが起こりやすくなるのです。
上下４本の前歯が生え替わる７、８歳頃までには
かみ合わせが安定してきて、自然と歯ぎしりはな
くなるのが一般的です。この時期を過ぎても歯
ぎしりが続くよう
でしたら、一度、小
児歯科を受診して
みることをお勧め
いたします。

A

４歳の子が夜中に
歯ぎしりをしているのが
気になっています。
育児相談した方が
よいのか悩んでいます。

並んで待つとき

お送りいただいた
アンケートのお悩みに
お答えします！

Q

教えて！

Q&A
子育て

（名取市/Ｋ・Ｓさん）

　春に向け、子ども連れで外出する機会が増えてきます。公共の場は、子どもが社会で
のマナーを勉強できる場所です。幼稚園児くらいになったら、公共の場で「大声を出さ
ない・走り回らない・一人で行動しない」などのルールを親子で決めておき、きちんと守
ることができたらほめてあげましょう。守れなかったときは「なぜ守れなかったのか」
を問うのではなく、「ルールを破ると危険が伴う」ことを教えましょう。

「並ぶ」という行
為を言葉にして
伝え、待ち方を
教えましょう。駅
のホームやバス
停留所では、幼
児の手をしっ
かり握り、子
どもの安全
を守ることも
マナーです。

食べさせてしまうから、子どもは食べてもよいと認識して
しまうものです。お腹がすいている状態で電車に乗らない
心がけも必要ですね。

立って乗るとき、席に座ってよいとき、席を譲るとき

車内が空いていても、お菓子は食べさせない

「お出かけ」は、家と外の違いに気づかせるチャンスです。
ここは、何をする場所なのか

そういう場面では、どうしたら良いのか
「なぜ？」そうするのか

座れなくても、子どもに言葉をかけ、
飽きないように楽しませましょう。席
が空いていたら座り、状況に合わせ
て席を譲りましょう。どういうときに
席を譲るのかなどを教えましょう。

「どうして？」の質問が
多くなる幼児期にこそ、きちんと
「なぜ」を伝えましょう。

混んでいるわね。
並んで待とうね

譲ってくれて

ありがとう

？？

キ
リ
キ
リ

zzz

シンポジウムはこちらから

アンケートはこちらから
御覧ください

■日程（予定）／◇自己分析セミナー　　　　　 平成28年4月17日（日）
　　　　　　　◇就職活動実践セミナー　　　 平成28年6月1日（水）
　　　　　　　◇コミュニケーションセミナー　平成28年7月31日（日）
　　　　　　　（いずれの日程も午前9時30分～11時30分）※上記以降も開催予定
■会場／宮城県母子・父子福祉センター（仙台市宮城野区安養寺3－7－3）
■参加費／無料
■対象者／宮城県内のひとり親家庭の父母及び寡婦

晩婚化・少子化が社会問題となっている今、「結婚は経済的に無理？」「出産、子育てはキャリアにとってマイナス？」―そんな
ネガティブイメージを覆すべく、宮城県内の学生が真っ向から取り組むスペシャルプロジェクト実施中！

？

晩婚化、出生率の低下、少子化が社会問題となっています。なぜ、晩婚化や少子化は起こっているので
しょうか？そんな問題究明も含め、宮城県内の学生たちが結婚、出産、子育てについての知識と魅力
を伝えるのが、この「結婚・出産・子育てってほんとは楽しい！を調べるプロジェクト」です。「結婚・出
産・子育ての魅力発信ブック」制作や、「結婚・子育てセミナー」を開催。さらに、SNSを活用して常にフ
レッシュな情報を発信していきます。詳しくは、Facebookページをチェックしてくださいね！

入場
無料 結婚・出産・子育てってほんとは楽しい！セミナー

３月６日（日）１４：３０～１６：００（受付開始１４：００）
TKPガーデンシティ仙台勾当台 ホール1
（仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル2F）
PCまたはスマホから、以下のURLからお申込みください
https://www.miyagi-kosodate.jp/
※本セミナーでは、託児は行っておりません。

開催日時

会　　場

観覧方法

活動状況はFacebookからチェック！ facebook.com/shiraberu.projectURL

スマホの方は
こちらから GUEST トータルテンボス

思いやりから、妻の笑顔。

妻の笑顔から、家庭円満。

「やれよ」と言うだけでは、

子どもはやりませんから、

かみさんが大変な時にやってあげなきゃ

と、手伝う姿を見せてます。

僕は、かみさんの

「パパ、ありがとう」の言葉に、

「次もやってやろうじゃん」と思います。

お互いにかゆいところに手が届くようにする、

思いやりの気持ちを持つことを

子どもはきちんと見ているようです。

（お笑い芸人「TIM」、三男二女の父　レッド吉田さん）
～平成27年11月6日「子育て支援を進める県民運動シンポジウム」発言より～

（写真）加美町みやざき園 子育て支援広場“げんきっこ”

県子育て支援課子育て社会推進班　TEL：022-211-2528お問い合わせ 公益財団法人宮城県母子福祉連合会　TEL：022-295-0013お問い合わせ



春に注意したい、
子どもの病気 ー平成27年4月から、新しい「子ども・子育て支援制

度」がスタートし、その支援策として「認定こども園」の
普及が図られています。“子育てしやすいまちづくり”
を掲げる加美町のみやざき園を訪ね、認定子ども園の
様子を教えていただきましたー

　みやざき園は、幼稚園と保育所の両方の機能をあわせ
持った幼保連携型の認定こども園です。0歳児から就学
前の5歳児まで、現在101名の子どもたちが入園していま
す。子育て支援センターを設けているのも特徴で、加美
町には全部で4つの子育て支援センターが各地区の認定
こども園や保育所に併設されています。このみやざき園の子育て支援広場“げんきっ
こ”では、子育て相談や親子交流の場として、多くのお母さん・お子さん、そしてお孫さ
んを連れたおばあさんたちに利用していただいています。
　認定子ども園の行事に、子育て支援センターの活動も連動させ、運動会やお誕生会な
どを開催し、多くの親子が参加し交流できるようにしています。子育ては、大変なことも
たくさんありますが“子どもたちと一緒に、お母さんたちにも楽しいことをたくさん経験
してもらいたい”、“お母さん同士の情報交換の場になれば”との思いから、多くの方に
“げんきっこ”に来ていただきたいと考えています。そのために、職員がお母さん方への案
内状を作成したり、町の行事で声がけしたり、みやざき園のPRを積極的に行っています。
　薬莱山での大根引きやりんご狩り、近所に畑を借りての畑栽培、園庭への花植え、
もちつき大会など、地域の方々にも参加していただける、その時期ならではの行事を
計画し実施しています。11月に福祉センターで行ったみやざき園発表会では、300名
を超える地域の方に来ていただき、立ち見も出るほどでした。「隣の家の孫が出るから
見に来たよ」「子どもたちの笑顔が楽しみだ」と、子どもや孫がいないご家庭の方も多
数参加してくださいました。地域のみなさんが、我が子のように子どもたちを見守って
くれていると思うと、本当にありがたく、うれしく思います。
　このみやざき園は、宮崎小学校と隣接して
いることから、メリットも多くあります。学校
探検と称して、園の年長クラスが小学校を訪
問し1年生と交流したり、小学校のマラソン大
会や学習発表会を見学したり、小学校に入学
する自分をイメージしてもらうことにも役立っ
ています。朝夕の登校時に小学生が園の子ど
もたちに声がけしていたり、信号のない横断
歩道で止まってくれた車の運転手に、小学生
が立ち止まって頭を下げておじぎしていたり、
この地域ではよく見かける風景です。園の子
どもたちも、こうした光景を見て、学ぶことが
多いと思っています。
　認定こども園は、保護者が働いている・いな
いにかかわらず、お子さんを受け入れられる施
設です。また、すべての子育て家庭を対象に相
談などにも応じるところです。認定子ども園を
知らないお母さんもまだまだ多いと思います
が、「一時預かり」なども、おやつ付きで一日3
千円ほどで行っています。お母さんが病院な
どに通わなければならないときなど、気軽に
利用していただきたいですね。困ったときな
ど、お気軽にぜひお越しいただきたいと思っ
ています。

加美町立認定こども園みやざき園　園長

早坂　せい子　先生

お聞かせ
ください
お聞かせ
ください

みやぎっこ応援

一人で悩まないで。
いろいろな人に支えられて、子育てしていいんですよ。私たち子育て支援広場も、お母さんを支えますよ！

早坂先生からお母さんへ
ひ とこと エー ル

孤立しがちな親子を支え、
地域全体で子育てをする環境を
つくりたい。

10月に開催されたイベント「子育て応援団すこやか2015」にご来場いた だいた、子育て中のお父さん・お母さんに
子育てで嬉しかったことや楽しかったこと、イクメンパパのことなどを聞 きました。

親と子親 子
いっしょに！いっしょに！
親と子親 子
いっしょに！いっしょに！

ママ パパ＆ HAPPY VoiceHAPPY Voiceママ パパ＆ HAPPY VoiceHAPPY Voice

パパ！
ありがとう

ママの声

♪「主婦解放デー」を年に４回作ってもらっています。この日は、パパに有休を取ってもらい、私は街に出てショッピングやおしゃれな
カフェ、マタニティマッサージなどで１日思いっきり遊びます。その間、パパが家事と育児をしてくれるので助かります。（多賀城市）

♪夫はとてもイクメンです。夜泣きやおむつ交換、お風呂など、すべて手伝ってくれて助かっています。
時々、「息子を産んでくれてありがとう」と言ってくれるのが一番うれしいです。（仙台市）

♪４人目の妊娠がわかってから、夫は仕事から帰ってくると、毎日料理を作ってくれるようになりました。
子どもたちがおおきくなるにつれて、夫の協力も多くなり、とても助かっています。（仙台市）

♪子育ては毎日大変ですが、夜、寝る前に夫婦二人でおしゃべりすることで、癒されています。（利府町）

がんばるよ！

イクメン
パパの声

♪仕事で疲れていても、元気な子ども
の「おかえり～！」の一言に元気をも
らっています。これからもパパは仕
事をがんばるから、元気に大きくなっ
てね。（富谷町）

♪仕事と同じように、効率重視で無駄な時
間を出さず、常に並行作業で、少しでも育
児ができるようにしています。（石巻市）

毎月発行される「げんきっこだより」
子育て支援広場の行事や取り組みを紹介しています

　冬から春にかけての季節の変わり目は、朝晩と日中の温度差が大きくなります。新学期が始まったり、新しい保育園や幼稚園、こど
も園などに入ったりと、子どもを取り巻く環境も変わります。季節の変わり目は風邪などもひきやすい上に、集団生活の中で病気を
もらう機会も多くなり、感染症にかかってしまうこともあります。健康管理には十分に気をつけて、楽しく春を迎えましょう！

春に体調を
くずしやすいわけ

気温変化が激しく、体力を消耗する
昼間は暖かい陽気でも、夜になると急に気温
が下がり、寒暖の差が激しい３月。体温調節
が未熟な赤ちゃんは急激な気温変化に体が
ついていけず、体力を消耗してしまいます。

生活リズムが変わると、
無理をしやすい

新生活や新学期で生活環境が変わると、新
しい環境に慣れるまでは、楽しいことでも大
人も子どもも疲れぎみになります。就寝時間
や家族の食事時間が合わないだけでも、毎日
の積み重ねで疲労が溜まります。

１日３回、決まった時間に食事をとることで、生活にリズム
が生まれます。栄養が偏ると免疫力が低下し、風邪をひき
やすくなったりするので、バランスの良い食事を心がけま
しょう。家族が揃って、楽しく会話をしながら食事をするこ
とは、子どもの心にも良い影響を与えます。

集団生活が始まり、
病気をもらう機会が多くなる

４月はパパママの会社の人事異動や職場復
帰、保育園などに通い始める子も。暖かくな
るとインフルエンザなどの流行に対して、つ
い予防意識が低くなりがちですが、人との接
触が増え、病気をもらいやすくなります。

外に出るときは、
薄手の上着を１枚用意しましょう

１日３食、栄養バランスの良い食事をとる

暖かい時間に出発しても、夕方の帰宅時間には気温が下がって風
も冷たくなります。一枚重ねられる、薄手の上着を用意して出かけ
ましょう。また、遊んでいると汗をかくので、ベストや前開きのカッ
トソーなど、暑くなったときに脱がせやすい服装がいいでしょう。

麻疹ウイルスの感染で発症します。風邪に似た症状で、
せきや発熱、眼やに、眼の充血などが３～５日間続き、発
熱は高熱になる場合があります。2006年からは、1歳で
1回、小学校に入学する前に1回、計2回の接種をするよ
うになりました。接種は公費負担で受けられます。

砂場や公園で汚れた手に
は雑菌やウイルスが残り

ます。外から帰ったらまず、石けんで
しっかり手を洗いましょう。家族全
員が手洗いを習慣づけましょう。手
を洗えない赤ちゃんには、ぬれタオル
でつめや指の間などていねいにふい
てあげましょう。

アレルギー性の疾患が増えます。
ハウスダストにも注意！

花粉が多いこの時期は気温の変化が大きく、空気も乾燥しや
すいため、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、気管支ぜ
んそくなどが発症しやすくなります。衣替えや大掃除をした
ときなどはハウスダストも増えるので要注意です。家の中の
ほこりをできるだけ減らす工夫をしましょう。

感染症が流行している時期は、
人込みに行くのは避けましょう

集団生活の中で病気をもらいやすい理由は、それだけ多くの
人と接触するからです。赤ちゃんの調子が悪いなと思ったら、
ひとまず出かけることをやめましょう。予防接種等は有料・
無料にかかわらず受けておきましょう。

感染症にかからないために！毎日できるキホンの予防法

の生活習慣を整えて、心と身体の健康を守りましょう。「食事」「運動」「休養」
「子どもの救急」 お役立ちサイト

URL：http://kodomo-qq.jp/

手洗い

しっかりうがいをして、鼻
やのどなどの粘膜から体

内に侵入する雑菌やウイルスを洗い
流しましょう。うがいができない赤
ちゃんには、白湯などを飲ませての
ど粘膜についたウイルスや細菌を流
します。胃酸で殺菌されるので感染
の心配はありません。

うがい

砂ぼこりや花粉の多い時期
なので、のどを痛めがちで

す。快適に過ごせる部屋の環境づくりも
病気予防のポイントです。春先の乾燥対
策に上手に加湿器を使いましょう。

加湿

はしか

ヘルペスウイルスの一種で、発熱と強いかゆみを伴う発疹
です。祖父母など周囲の人が帯状疱疹にかかっている場
合、子どもに感染し、水ぼうそうになることもあります。1～
4歳児にかかりやすく、9歳までにほとんどの子どもがかか
るとされています。ワクチンは1歳からで、任意接種です。

水ぼうそう（水痘）

その他にも、
手足口病、結膜炎、
りんご病などに
要注意！

おたふくかぜは季節を問わずに流行しますが、集団生活
を始めたときに流行にさらされることがあります。熱が
出て、耳下腺が腫れておたふくのようになります。感染の
中心は学童期や年長の幼児ですが、2～3歳でも、大人で
もかかります。ワクチンは1歳からで、任意接種です。

日本小児科学会が監修しているホームページです。
気になる症状ごとに、対処方法が表示されます。お医
者さんに伝えるべき内容や簡単な応急処置の方法も
記載されています。

おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）

1

運動をすることで、筋肉や骨が丈夫になり、
体力もつきます。また、ストレスを解消し、心
の健康を保つためにも体を動かすことは大
切です。子ども同士や親子で遊ぶ時間を増や
すなどして、運動を習慣化していきましょう。

体を動かして遊ぶ2

睡眠は心身の疲れをとるだけでな
く、病気に対する抵抗力を高め、身
体の成長を促すためにも大切で
す。早寝早起きで、質の高い睡眠を
十分とるようにしましょう。

しっかりと休養をとる3

体調をくずしやすい春。不調のサインを見逃さず、
春の環境変化に負けない！健康なからだづくりを！
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