
子どもは雨が大好きなんです！
　雨、と聞くと、子どもはワクワクして外に出たく
てたまらなくなります。この本は、そんな情景を
いきいきと描いた一冊。夏の雨の日、ある姉弟
の冒険や気づきが、子どもの視線で丁寧に表現
されています。文字が
全くない、正真正銘の
「絵本」なので、親子で
あれこれお話を想像し
て一緒に楽しんでくだ
さいね。

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9月です。

仙台で役立つ情報とクチコミが集まるコミュニティサイト「せんだいタウン情報machico（マチコ）」で、
今号のダイジェストが読める特設ページを公開しています。今号の感想や、子育てに関するお悩み、
宮城県での子育てについて知りたいことなど、皆さまの声をぜひお寄せください。

宮城　子育て支援課 検索

せんだいタウン情報machico　 検索

編集・制作／株式会社ユーメディア

「くるみんマーク」取得の
子育て支援企業・
ユーメディアが制作しています。

表紙モデル：清水啓子さん、貫太くん

場所：名取市
手倉田字山地

内
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十三塚公園じゅうさん
づか

ピーター・スピアー 著 評論社／1,400円

毎週金曜日は

「横田や」で、

おはなし会を

やってるよ

ケロケロかえる
今回の
お題 

雨の日に作りたい愛嬌たっぷりのカエルさん

ジャバラが
出るように

せんだいタウン情報machicoで「はぴるぷ」特設ページを公開中!

雨、あめ『
』

夏の
絵本

姉弟を迎える
ママの

優しいまなざ
しに注目！

県からのお知らせ

困った !!こんな時どうする？

子育ての悩み
アレコレ

子育てTOPICS
せんだいこども食堂が
スタート！

使おう！
みやぎっこ応援の店
子どものココロ
子どもとの信頼関係

あなたの街の子育て支援センター
家族でハンドメイド
季節のおすすめ絵本
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みやぎの子育て
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カタチ

みやぎの子育て

いろんな
カタチ

みやぎの子育て

いろんな
カタチ
～ママ編～

みやぎの子育て

いろんな
カタチ
～ママ編～

仙台青葉学院短期大学こども学科准教授。
手作りおもちゃ作家、ピエロパフォーマーと
しても大人気で、13冊の著作があります。

教えてくれた人

ノーム芳賀さん

「ノームさんの手づくりおもちゃ館」

芳賀さんの30年来の夢がギュッとつまったお
もちゃ館。楽しいおしゃべりと共に、身近な材
料を使っておもちゃの作り方を教えてくれます。

住　所／蔵王町遠刈田温泉字遠刈田西浦17-2
開館日／日曜
時　間／ 9：00～15：00
入館料／おとな200円、こども100円

38年間続く絵本とおもちゃの店「横田や」の
店主。古民家を改装した落ち着く店内では、
絵本の読み聞かせや紙芝居なども行なって
います。

選んでくれた人

横田 重俊さん

「絵本と木のおもちゃ 横田や」

住　　所／仙台市青葉区北山1-4-7
電　　話／ 022-273-3788
営業時間／ 10：00～19：00
定 休 日／水曜（祝日の場合は営業）
HP／ http://yokotaya.net

http://machico.mu/
こちらからも

アクセス

できます！

１
厚紙で紙コップの
フタを作ります。
写真のように
でっぱりを
作るのがポイント。

4 テープを使い❶の
フタのでっぱりを
紙コップに固定し、
内側に❹のストローを
貼りつけます。

ストローを上下に動かすとケロケロッと鳴くよ♪

3
❷の穴に、吸い口を下にして
ストローを差し込みます。
ジャバラ（折り曲がる部分）が
コップの外側に出るように
セットしましょう。

ジャバラが
出るように

右の写真のように
ストローをつぶしながら
折り曲げ、紙コップの
口のところでカットします。

6
色画用紙でカエルの
顔、目、手を作って
自由にデコレーション。
紙コップに絵を描いたり、
マスキングテープで
飾っても楽しいですよ。

2

紙コップの底の中心に、
ストローの直径より
小さめの穴をあけます。

慎重に♪

5

いよいよ
仕上げ!

完成

材料 紙コップ、折り曲がるストロー、色画用紙、厚紙（牛乳パックなど）、
ハサミ、カッターか千枚通し、テープ、のり、ペンやクレヨン



子育てのスタイルやパターン、お悩みはさまざま。「ほかの家庭はどうしているんだろう？」と気になること、
ありませんか？今回は専業主婦ママ、会社勤めをしているママ、自営業で働くママの子育てをチェック。
3人の「こんなこと困ってます」のお悩みを手助けするサービスも紹介します。

困った！

こんな時どう
する？

P.3へ！

大山 祐美さん 多賀城市在住。自衛官の夫と0歳の娘の3人家族

夫は不在が多く、アレルギー治療中の娘を一人で見るの
は不安なため、実家に里帰り中。

朝食、
娘と遊ぶ

［8：00］

食事の準備や掃除などの家事
は家族のサポートがあるので、
そのぶん娘と触れ合う時間を
大切にしています。

娘を
保育ママへ

※

※家庭的保育・小規模保育事業（C型）

［8：15］

家庭的な雰囲気のもと、少人数での
きめ細やかな保育を行う保育ママ。娘
は生後６ヶ月から通っており、今では
すっかり第2の家庭のような存在に。

お散歩
［11：00］

近所を歩いて娘にお花を見せ
るのが楽しみ。このタイミン
グで離乳食の作り置きをする
ことも。

洗濯物の
片づけ等

［15：00］

専業ママの場合専業ママの場合case
01

夕食
［19：00］

タイミングが合えば夫も
夕食を共にしたり、食後
に一緒にDVDを観たり
することもあります。

娘と
一緒に就寝

［23：00］

もっと早く寝かせたいのですが、
離乳食が進まず、3～4時間置き
の授乳が必要なため、生活のリ
ズムが整わないことが悩み…。

畑仕事
［6：00］

畑で旬の野菜を収穫し、お店
で使います。食育も考え、野菜
や味噌など、可能な限り自分
で手作り。

お店の
オープン準備

［9：00］

営業は木～日曜ですが、定休
日でも毎日同じスケジュール
でお店へ。店のレイアウト作
りや雑務をこなしています。

三女が降園、
お店へ

［13：00］

元保育士の夫は育 児にもとて
も協力的。自身の仕 事の合間を
見て幼稚園にお迎 えに行き、
お店まで連れてきて くれます。

閉店。
仕込み作業

［16：00］

娘たちが帰ってくるのは自宅では
なくお店。一日の大半をお店で過
ごす、自営業ならではのスタイル。

家族全員
お店で夕食

［18：00］

夕食後、日本舞踊や英会話の習い事が
ある日も。先生がお店まで来て、指導し
てくれます。

8：15 8：45 12：00 13：00 15：00 16：00 16：15 18：00 18：30 19：00 20：00 21：00 23：008：007：00

1日のスケジュール

保育ママに
お迎え

［16：00］

お迎えの最終時刻は 17時50分。
残業の日は夫がお迎 えに行きま
す。週末のまとめ買 いとネット
スーパーを活用して 仕事帰りの
買い物を少なくして います。

昼食
［12：00］

できるだけお弁当を持参。
自分の分は自分で詰めるの
が大津家流です。娘は給食
を食べます。

夕食
［18：00］

簡単な調理でも必要な栄養素
が取れるよう献立を工夫。最近
の娘はイヤイヤ期真っ最中。緑
の野菜が苦手で困っています。

娘の就寝
［21：00］

お布団の中でその日の出来事をお話ししながら
寝かしつけ。娘が眠ったあとは、ひと休みしつつ、
家事を行ったり仕事の下調べをしたりします。

5：30 6：00 6：30 8：307：15 9：00 10：00 14：0013：00 16：00 18：00 20：00 21：30

1日のスケジュール
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パパ夕食・
家族団らん

娘との
ふれあいタイム、
夕食準備

お風呂
洗濯、
整理整頓、
翌日の準備

電動自転車で
スイスイ～。

近隣市町村まで
打ち合わせに行くことも。

晴れた日は
近くの公園に寄り道。

この間にパパは
皿洗い♪

長女、次女も
下校後はお店へ。

宿題などを済ませます。

起
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用
意

お
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起
床
、

朝
食

長
女
、次
女
が

小
学
校
へ
登
校

畑
仕
事

三女の
登園を見送り、
お店へ

営業時間
三女が降園、
お店へ

お店をクローズ。
仕込み作業営業時間 昼

食
家族全員
お店で夕食

自宅へ帰宅、
お風呂

家
族
で
就
寝

ランチタイムが
一番混み合う時間帯！

バタバタです。

家族みんな
早寝早起きの

健康的な生活！

専業ママの良い点＆お悩み

良い点

娘と過ごす時間がほとんど
なので、娘の異変にすぐ気
付ける。

お悩み

年齢が同じくらいの子ども
を持つママが近くに少なく、
出会うきっかけもないので、
なかなか子育ての悩みやス
トレスを吐き出せない。

良い点

働く楽しさを娘に伝えなが
ら、多くの手を借りて子育
てができる。

お悩み

第二子を考えたいが、産休・
育休中にキャリアがストッ
プしてしまわないか心配で
タイミングを迷っている。

良い点

働く姿をそばで見ているの
で、娘たちも率先してお手
伝いしてくれるように。

お悩み

自営業ママの良い点＆お悩み

会社員ママの良い点＆お悩み

困った！

こんな時どう
する？

P.3へ！

困った！

こんな時どう
する？

P.3へ！
お店で夕食、

歯磨きまで済ませるので、
あとはお風呂に入って寝るだけ！

家事は
パパも積極的に
分担してくれます。

6：30

自営業ママの場合自営業ママの場合case
03

会社員ママの場合会社員ママの場合case
02

阿部 幸子さん 栗原市在住。会社経営の夫、3人の娘の5人家族

花山湖を一望する飲食店「湖畔のみせ 旬彩」を切り盛り
しながら小学２・３年生、3歳の姉妹を子育てしています。

大津 京さん 仙台市在住。団体職員の夫と2歳の娘の3人家族

出産後、マーケティングや食産業の支援を行う企業に
就職。9時から15時の時短勤務で週5日働いています。

7：00 10：00 12：0011：00 14：00 15：00 17：00 19：00 20：00 21：00 23：008：00

1日のスケジュール

一緒に
寝てしまうことも
しばしば…。

実父がお散歩に
連れ出してくれる
こともあります。

授乳後は
両親が娘と

遊んでくれます。

朝までに1～2回授乳。
多い時は娘が5回くらい
起きてしまうことも…。

朝食、
娘と遊ぶ

離乳食
1回目、
授乳

起床、
授乳

昼食
自由時間 授乳 洗濯物の片づけ等

お風呂、
離乳食2回目、
授乳

家事、
自由時間、
娘と一緒に就寝

夕食 授乳お散歩

少人数でまわしているお店
なので、営業日は休むことが
できない。娘たちが病気に
なったらどうしようか不安。

洗濯物を畳むなど、 たまった家
事をする時間にあて ています。
授乳で夜に何回も起 きるため、
娘と一緒にお昼寝も します。

01 02



「みやぎっこ応援の店」とは、宮城県で子育てをするご家庭を独自のサービスでサポート
するお店です。たとえば、お子さま連れの方が過ごしやすいようなお店のレイアウト、
お子さま連れの方への割引、お子さまへのプレゼントなど。さまざまな形で、宮城県で
の子育てを応援しています。

みやぎっこ応援の店使おう
!

http://www.pref.miyagi.jp/site/kosodatesien-undou/miyagikko-ouennomise.html

※他市町村の方は、子育て支援センターか市町村役場の
「子どもの健康相談」担当部署へ相談を。
（市町村によっては子育て支援課等の名称の部署ではなく、
健康推進課等の名称の部署で受け付けている場合があります）

「すくっぴーひろば」
☎022-355-7085

困った!!

多賀城市の「すくっぴーひろば」（P.5）には保健師や看護師、子育て
コンシェルジュなどが常駐。育児の悩み相談にのってくれるほか、ママ
友づくりの働きかけも行ってくれます。また、健康課では栄養や発達、
歯科相談ができる「乳幼児健康相談」（要予約）なども実施。子育て
支援サイト「すくっぴーネット」でも多様な支援を紹介しているので、
ぜひ活用してください。

問合せ先

回答！

値引きOFF ポイントP おまけ その他応援内容

OFF OFF

「築館保育所」

☎0228-22-9751

困った!!

　6月1日から、栗原市でも待望の病後児保育がスタートしま
した。栗原市内にお住まいで、仕事などにより家庭での保育
が困難な生後6か月以上から就学前までの子どもが対象で
す。気管支炎や胃腸炎、インフルエンザなどに罹患後、その回
復期に利用することができます。利用には申請書、かかりつけ
医署名の確認票が必要ですが、万が一の心強い味方に。

問合せ先

回答！

年齢が同じくらいの子どもを持つママが近くに少ないので、なかなか子育ての悩みや

ストレスを吐き出せない。 気軽に子育て相談できる場が欲しい。

お店の営業日は休むことが困難。子どもが風邪などの時、せめて回復期

だけでも預かってもらえる場所があるといいのに…。

栗原市初の病後児保育室を活用しましょう！

「マザーズハローワーク青葉」

住　　所／仙台市青葉区中央2-11-1オルタス仙台ビル4F
受付時間／10：00～18：30（土曜は～17：00）
休 館 日／日曜、祝日、年末年始

☎022-266-8604

困った!!

　仙台駅のそばにある「マザーズハローワーク青葉」は子育てし
ながら働きたい人を支援するハローワーク。転職などの就職支援
はもちろん、希望に添った働き方の相談、子どもの預け先の相談
などさまざまな角度から「働きたい」気持ちを応援してくれます。
キッズスペースや調乳コーナー、授乳スペースなどもあるので、
子ども連れでも安心して足を運べます。

問合せ先

回答！

第二子を考えたいが、産休・育休中にキャリアがストップしてしまわないか心配。

子育てしながら働くスタイルの支援・相談の場はありますか？

働きたいママを応援するハローワークがあります！

その他たくさんの協賛店がみやぎっこを応援！その他たくさんの協賛店がみやぎっこを応援！
情報はHPをチェック

（多賀城市 大山さん）

（仙台市 大津さん）

（栗原市 阿部さん）

住　　所／栗原市築館伊豆1-5-1
保育時間／月～土曜の8：30～17：30
休 館 日／日曜、祝日、年末年始　　　　　　

※栗原市のほか仙台市、名取市、多賀城市、岩沼市、大崎市、川崎町、
丸森町、利府町、富谷町、加美町、女川町でも病児・病後児保育を実施。
詳しくはお住まいの保育担当課へご確認ください。

仙台市、富谷町 県内全域 白石市

OFF OFF OFF県内全域 県内全域 仙台市

OFF OFF OFF県内全域 県内全域 仙台市

OFF仙台市 仙台市 仙台市

P OFFOFF大和町 石巻市 柴田町

大和町吉岡字中町25-1
022-345-2726
9：00～18：30　　　　第2、3日曜

住
電
営 休

石巻市桃生町給人町字東町119
0120-76-3213
9：00～18：00
日曜（時期により変動あり）

住
電
営
休

柴田町槻木上町1-3-15
0224-56-1806
9：00～19：00　　　　第２日曜

住
電
営 休

仙台市若林区若林7-6-45
022-355-2293
9：00～12：30、17：00～21：00
（水曜は14：00～18：00、土曜は予約制）
日曜、祝日

住
電
営

休

仙台市青葉区本町3-6-17
0120-869-901（予約制）
10：00～18：30　　　 日曜、祝日

住
電
営 休

HP／http://onuma-honpo.strikingly.com/

営業時間、休みは各店により異なる
協賛参加店はHPのショップ情報を要確認

営 休
営

仙台市青葉区昭和町3-44
022-718-8088
9：30～18：00（土曜は～15：00）
日曜、祝日

住
電
営
休HP／http://www.meganeichiba.jp/

HP／http://www.tsubomi.info/

仙台市泉区七北田字新田12-6
0120-0123-33
8:00～20:00  　　　 無休

住
電
営 休

HP／http://www.the0123.com/

白石市小原湯元23
0224-29-2121
10：00～18：00　　　 無休

住
電
営 休

HP／http://www.katsuraya.com/

HP／http://halwakaba.jimdo.com/

HP／http://www.usachan.co.jp/

仙台市青葉区国分町2-14-23
022-224-7335
11：00～翌5：00
（土曜は12：00～、日曜・祝日は12：00～翌3：00）
無休

住
電
営

休

HP／http://www.shidax.co.jp/

営業時間等は店舗により異なる

営

HP／http://www.nipponrentacar.co.jp/
営業時間等は店舗により異なる

営

HP／http://www.ichii-yume.co.jp/maido/
営業時間等は店舗により異なる 営

HP／http://www.sendaibank.co.jp/
営業時間等は店舗により異なる

営

HP／https://www.aoki-style.com/
営業時間等は店舗により異なる

「みやぎっこ応援の店」
たくさんの協賛店が参加していますが、サービスの内容及びサービス範囲は、協賛店等が任意で設定しています。
また、年齢の確認方法もお店によって異なるので、事前に確認をお願いいたします。

を利用するときは…
このポスター

が目印です！

☎022-368-1141（乳幼児健康相談予約）
「多賀城市 健康課親子保健係」

※古川、石巻のハローワークにもマザーズコーナーがありま
す。働きながら仕事と家庭を両立したい方に向け、宮城県雇用
対策課が作成した「働く女性のハンドブック」もぜひ参照を！

子育て支援センターや
市の育児相談を活用しましょう！

うさちゃんクリーニング

旅館 かつらやまいどおおきに食堂 仙台銀行

アート引越センターニッポンレンタカー AOKI

コスモ不動産眼鏡市場

鍼灸サロン つぼ美わかば接骨院 シダックス仙台定禅寺通クラブ

マルエス時計店安倍書店 桃生菓子処 大沼本舗

日帰り入浴料、大人500円のところ、400円に
割引。

会計時に母子手帳を提示の上、利用意思を伝
えると会計から10％OFF。（県内4店舗）

子ども連れのお客様に景品（ポケットティッシュ
または風船）をプレゼント。県内13店舗（苦竹支
店・荒井支店・塩釜支店・亘理支店等）では、多目
的トイレやおむつ交換コーナーを設置。

引越基本料20％OFF。
※見積り申込時に適用。繁忙期は適用除外。

レンタカー基本料金より10％OFF。
チャイルドシート・ジュニアシートのオプション
料金無料。

お買い上げ総額から5％OFF。
※他クーポンとの併用不可、補整代、宅配費
は実費。（県内8店舗）

仙台市内の賃貸物件成約時、子ども1人につ
き仲介手数料10％OFF。母子・父子家庭は仲
介手数料50％OFF。

宮城県内の妊婦さん、中学生までのお子様連
れのお客様、クリーニング品20％OFF。
※Ｙシャツ・特殊品は除く。

購入金額から5％OFF。
※クリーナー等の備品及び補聴器は対象外。

初めての来店ご予約で施術を受けたお客様
に、頭のマッサージをサービス。

調乳用のお湯提供、キッズスペース、授乳ス
ペースあり。保険外施術一部割引あり。

ルーム料金20％OFF。（西多賀の店舗で
も同様のサービスを提供）

お買い物、修理依頼の方に、BOXティッシュな
どおまけのプレゼント。（内容は時期によって
異なります）

新刊・雑誌を除く店内在庫品をバーゲン価格
で提供のほか、商店街のカードポイントサー
ビスなど。

人気の「桃次郎のきびだんご」はじめ、「桃生
茶福」など自社製品に限り、5％OFF。

OFF

HP／http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/handbook26.html
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多賀城市子育て
サポートセンターすくっぴーひろば 大崎市子育てわくわくランド

自然豊かな七ヶ宿で子育て
憧れのマイホームを手に!

　4月に多賀城駅北側に移転。
ハイハイ・よちよち歩き専用の
赤ちゃん広場や、クッキングス
タジオができました！また一時
預かりもスタート。スタッフに
育児の悩みを相談することも
できます。

住所／多賀城市中央2-8-1
　　　多賀城駅北ビルB棟2F
電話／022-355-7085
開館時間／9：00～16：30
休館日／水曜、祝日の翌日、年末年始

住所／大崎市古川台町9-20
　　　リオーネふるかわ2F
電話／0229-24-7778
開館時間／9：00～17：00
休館日／年末年始

週に2～3回はイベントを開催！

託児室赤ちゃんひろば

　年末年始以外は毎日開館！親
子で遊べる広場のほか、育児相
談、一時預かりなど大崎の子育
てを幅広く支援。一時預かりは市
外の人でも利用でき、同敷地内
にある映画館が割引になるうれ
しい連携サービスもあります。

　平成26年度にスタートした七ヶ宿町の「地域担い
手づくり支援住宅」は、好きな間取りで設計した木造
2階建の新築戸建に格安賃料（月3万5千円）で入居で
きる暮らし応援制度。住んで20年後には、なんと家
と土地を無償提供！対象は40歳までの夫婦で、中学
生以下の子どもがいる家庭。年間2棟建設予定で、今
年度は7月以降に募集開始。ゆったりとした環境で子
育てしたい方、必見です。

自由に遊べるつどいの広場「ポッケ」

飲食コーナー託児室

　おいしい食事でおなかと心をいっぱいにしてくれる
『せんだいこども食堂』が、4月からスタートしました。
ちょっとさびしいな…と感じていたり、一人でごはんを
食べたりすることが多い子どもと、その保護者が対象。
みんなでわいわいと食事を楽しみます。子どもだけで
なく、保護者同士のコミュニケーションの場にもなって
いるとか。旬の県産食材を使い、管理栄養士がメニュー
を考えるので栄養満点です！定員は20名（河北仙販荒
井支店は10名）で申し込みは不要。子どもは無料、保護
者は300円で参加できます。

［問合せ先］
七ヶ宿町 ふるさと振興課企画係
電話／0224-37-2194

「おおひら万葉まつり」
開催日／2016年8月20日（土）小雨決行
開催時間／14:00～20:00（予定）
会場／万葉クリエートパーク　大衡村大衡字大日向地内
問合せ先／おおひら万葉まつり実行委員会（大衡村産業振興課） 電話／022-341-8514

　美味しいものがずらりと並ぶ屋台村、親子で参加で
きるイベントコーナー、そしてお楽しみの打ち上げ花
火など、子どもも大人も胸躍る「万葉の里・おおひら」
恒例の夏まつりです。会場の「万葉クリエートパーク」
にはアスレチック遊具や人工芝のそり滑り台があり、
子どもたちは大喜び。家族で一日中遊べますよ。

お問合せ 子ども総合センター
（まなウェルみやぎ）

身体の成長とともに、心も育っていく子どもたち。喜怒哀楽、さまざまな
感情で私たちに語りかけてきます。年間延べ7,900人もの診療利用者
を受け入れ、心のケアにあたる「宮城県子ども総合センター」の児童精神
科医の先生に、子どもとの向き合い方のアドバイスをうかがいました。

住所／名取市美田園2-1-4（まなウェルみやぎ内）
電話／022-784-3576（宮城県子ども総合センター クリニック班）
■診療は完全予約制。受診を考えている人はまず上記へ相談を

開催日／第1・3日曜
会　場／第1日曜・あしなが育英会 仙台レインボーハウス、
　　　　偶数月第3日曜・河北仙販荒井支店 会議室
　　　　奇数月第3日曜・みやぎ生協幸町店メンバー集会室
問合せ先／sendaikodomosyokudo2016@gmail.com（メール）
HP／https://www.facebook.com/sendaikodomosyokudo/

DATA DATA

診療科目／精神科・小児科
診療時間／ 8：30～12：00
　　　　　13：00～17：00
休 診 日／土・日曜、祝日
※受付開始･終了時間は直接の確認をおすすめします。

アクセス／仙台空港アクセス鉄道
　　　　  美田園駅 より徒歩5分

福祉、教育などさまざまな機関と連携しながら子どもの心の相談・治療を担う
診療所。診療にあたる医師は児童精神医学の専門医。
日本初の“子どもの精神保健センター”ともいわれる心のケア専門機関です。

宮城県子ども総合センター附属診療所

子どもとの信頼関係を回復したい（仙台市 Oさん）

　自我が強くなりワガママ三昧の4歳の息子。言うことをきかないことにイライラが募っ
て、思わず手を上げてしまいました。その日から私に対しておびえを感じたり、夜泣きが続
くように…。どうフォローをしていけば、子どもとのいい関係を取り戻せるのでしょうか。

　不安定な状態はだいたいが一時的なもので、気持ち
が落ち着けばしだいにおさまってくると思います。忙
しいとついつい、子どもの行動だけを見て怒ってしま
いがちですが、そこには子どもなりの感情や意図が必
ずあります。どんな想いがあってその行動に至ったの
かを、大人が適切に言語化し、しっかり受け止めてあ
げること。そうすることで、子どもは「言葉で伝える」
ということを覚えていくのです。
　幼児期の子どもの心は特に、親の状態と直結してい
ます。ですから、お母さんの心のセルフケアも大切に
してください。そして、子どもとゆっくり向き合う時間
を作ってくださいね。

宮城県子ども総合センター 所長
児童精神科医

小野寺 滋実 先生

行動だけで判断せずに感情を受け止めて。対処法

行動だけを見ず、
子どもの感情面を

しっかり受け止めましょう

お母さん自身の
メンタルケアも

大切に

POINT

1
POINT

2

「せんだいこども食堂」「せんだいこども食堂」がスタート！！がスタート！！

こども食堂をやってみたい方向けに、
セミナーを開催！
開催日／8月27日（土）
会　場／仙台レインボーハウス
※詳細はFacebookページにてアップ予定

セミナー
情報

「おおひら万葉まつり」で
家族みんなで夕涼み。

● 出生時、入学時の子育て応援支援金支給！
● 3歳まで毎月おむつ助成金2,000円支給！
● 保育所待機児童ゼロ。保育料完全無料！
など、全国トップクラスの支援を展開

七ヶ宿町の手厚い子育て支援

アットホームな雰囲気の会場です。

看板にはその日の献立が！ 旬の食材にこだわった食事を提供。

現在までに
4世帯が決定

お待ちして
います！

NEW
!

いっしょにおいしいごはんをたべよう！

「七ヶ宿町定住のススメ」
HP／http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/its/
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