
知ろう！
「子ども・子育て支援
新制度」

おいも一家は、ほのぼの暮らし。

表紙モデル:丹治 麻子さん、柚和ちゃん
たんじ   あさこ ゆずか

季節の
絵本おすすめ

家庭のかたちにあわせて選ぶ

教育・保育の場

子育てTOPICS
仙台空港に
遊びに行こう！

使おう！
みやぎっこ応援の店
子どものココロ

兄弟への
愛情のかけ方

家族でハンドメイド
季節のおすすめ絵本

あなたの街の子育て支援センター

P.03

P.04

P.05

P.06

毎週金曜日は

「横田や」で、

おはなし会を

やってるよ

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

場所：角田市
角田字田袋 73

-1

H-2ロケット模
型が丘陵地に

そびえ立

つ公園には、テ
ニスコートや野

外音楽堂

など多彩な設
備が揃ってい

ます。全長

約40mのロー
ラー滑り台は

スリル満

点！BBQや芋
煮会を楽しめ

る広場も。

今回の遊び場

台山公園
だいやま

表面をつまんで
カプセルと羊毛
が密着していれ
ば、水ですすぎ
洗いして、タオル
ドライ。

１
カプセルの穴
を内側からガ
ムテープでふさ
ぎ、お好みで
ビーズを入れる。フタをして
継ぎ目も粘着。

フリーザーバック
に③のカプセル
を入れ、袋に向
けて霧吹きで石
鹸水をかける。
全体がしっとり濡れるくらいでOK。

袋の上から丸み
に添って優しく
なでる。5分くら
いすると羊毛が
縮んでくるので、
強めにこする。

羊毛を繊維に
添って半分に
裂く。カプセル
の幅の帯状に
2本取り、それぞれ縦方向と横方
向に巻いていく。

羊毛を引っ張りな
がら、きつく包み
込むのがポイント。
巻き終わりや繋ぎ
目は毛羽立たせて
なじませて。

2

4 65

3

材料 羊毛（15ℊほど。手芸店で購入可）、ビーズ、丸いプラスチックカプセル、布製ガムテープ、
フリーザーバック、霧吹き、石鹸水（40℃のぬるま湯400mlに台所用洗剤を1プッシュ）、タオル

ボールに直接霧吹きしないように注意！

密着するように

なでる

クルクル

　土の中で暮らすおいも一家。ご飯を食べた
り、歯を磨いたり、運動したり。お父さんを中
心に毎日とっても幸せそう。そんなある日、畑
に人間の子どもたちがやって来て、さあ大変。
おいも家族総出の綱引きが始まります。ププッ
と笑えるどんでん返しにも注目です。
中川ひろたか 文　村上康成 絵　童心社／1,300円（税別）

吉本パパ芸人が特別ゲスト？！ 「子育て支援を進める県民運動シンポジウム」開催

「art fieldくぅか」主宰。絵画制作やワークショッ
プ羊毛フェルト作家として活躍中。ほんわか温
かい人柄で子どもたちに愛されています。

教えてくれた人

齋藤 尚美さん

こども造形アトリエ「art field くぅか」
2歳から小学生の子どもたちが自由な感覚で
絵画、粘土、工作、デザインなどの造形遊び
を楽しんでいます。青葉区柏木と泉区
「SELVA」にアトリエがあり、体験レッスンは
500円。

問合せ先／ 022-276-1130（柏木アトリエ）
　　　　　artfieldkhaya@gmail.com

県からのお知らせ

●開催日時／平成28年10月4日（火）13：30～16：00（受付13：00～）
●場所／日立システムズホール仙台（仙台市青年文化センター）交流ホール
●定員／申込先着200名　●託児／申込先着10名（未就学児）
●申込方法／必要事項（①申込者氏名・住所・電話番号、②託児希望の有無、③出演
　者への育児等の質問）をご記入の上、下記宛先へお申込みください。
【ハガキ】〒980-8570（住所不要）「宮城県子育て支援課　子育て社会推進班」宛
【FAX】022-211-2591　【HP】「宮城県 子育てシンポジウム 募集」で検索

「せんだいタウン
情報machico」で
「はぴるぷ」特設ページを
公開中!

こちらからも

アクセス

できます！

コミュニティサイト「せんだいタウン情報
machico（マチコ）」で、特設ページを公
開しています。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。

親子で

 読も
う！

さつまのおいも『 』

秋の絵本

NPO法人ファザーリング・ジャパン東北 代表理事 工藤 賢司 氏
くど う  さ とし

宮城の子育てを応援してくれる「みやぎっこ応援の店」から、来場の皆様へ素敵な
プレゼントが！抽選で、豪華なプレゼントも？！

第一部     講演
「ワーク・ライフ・バランスの重要性と家庭における父親の役割について」

NPO法人ファザーリング・ジャパン東北 工藤 賢司 氏 × 吉本パパ芸人  品川庄司
　 MC・吉本パパ芸人  タケト

第二部     講演特別対談

第三部

「今の子育て、これからの子育て、」自分の子育て、みんなの子育て」

みやぎっこ応援の店PR～抽選会～

★「はぴるぷ みやぎ」次回発行は12月です。
宮城　子育て支援課 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。

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/

〈申込受付（スマホ用）〉 〈申込受付（携帯用）〉



平成27年4月からスタートした「子ども・子育て支援新制度」はご存知ですか？制度
の施行により、保育・教育の場や子育て支援の内容が大きく変化しています。「何が
変わったの？」「どんな施設が利用できる？」など、わかりやすく解説します！

消費増税分を活用して、子育てのさまざまな課題を社会全体で支えます。
幼児期の教育や保育の場を確保し、地域の子育て支援を“質”と“量”の
両面で充実させることを目標としています。

保育ママをはじめとした0～2歳児向けの「地域型保育」の新設、幼保
一体型の「認定こども園」の普及に力を入れて、待機児童の解消を
目指しています。

知ろう！

子ども・子育て
支援新制度とは？

新

詳細はP.3へGO！

新制度でどんなところが変わったの？

新制度で幼稚園や保育所、
認定こども園、地域型保育を利用するには
市町村の認定が必要です！

各施設の利用手続きのながれは？ 認定区分によって、申し込み先や申請手順が異なります。

新制度では年齢や保護者の就労状況
に応じた3つの認定区分があります。
認定区分によって利用できる教育・保
育の場が異なります。

認定区分

1号認定（教育標準時間認定）

2号認定（保育認定）

3号認定（保育認定）

対象となる子ども

保育を必要としない
3～5歳

保育を必要とする
3～5歳

保育を必要とする
0～2歳

利用できる主な施設・事業

幼稚園・認定こども園

保育所・認定こども園

保育所・認定こども園・地域型保育

新制度の運用はお住まいの市町村が地域の子育て家庭の状況やニーズに応じて実施しています。子育て支援の取り組み、
実際に利用できるサービスは自治体によって異なりますので、各市町村の保育担当課にご確認ください。

放課後児童クラブや一時預かり、病児保育の拡充をはじめ、気軽に育児
相談できる場所の設置など、各市町村の子育てサポートも活発に!

市町村が定める基準に基づいて、就労状況や同居家族の有無などから保育が
必要な家庭の優先順位をつけ、利用する施設の調整を行います。ひとり親家庭
や生活保護世帯、子どもに障害がある場合などには保育の優先的な利用が必
要と判断され、優遇される場合があります。

2号・3号認定では、保護者の1カ月の就労時間などに
よって、保育時間が「保育標準時間」と「保育短時間」の
2種類に区分されています。

短期の宿泊で
子どもを預かる

「ショートステイ」
なども！

子どもを通わせる
施設の選択肢の幅が
広がっています！

この優先度で
希望の園に入れるか
どうか決まります！

ワークスタイル別 認定区分のちがい

1号認定の
場合

幼稚園・認定こども園

入園を希望する施設に
申し込み。

施設から入園内定を受理。 施設経由で市町村へ
認定を申請。

施設経由で
市町村から認定証を交付。

施設と契約し、利用を開始。

※各施設によって申し込み時期が
　異なるので必ず確認を。

※施設によっては面接選考あり。

2・3号認定の
場合

 保育所・認定こども園・
地域型保育

市町村に認定を申請。 市町村が審査し、
保育の必要性を認めた場合、
認定証を交付。

市町村に保育施設の
利用希望申し込み。

保護者の希望や
保育施設などの状況に応じて、
入園利用調整。

市町村が決定した利用先の
通知後、保育施設と契約し、
利用を開始。

※保育所などの利用申し込み時に一緒に
　申請することも可能。お住まいの市町村の
　保育担当課へご確認ください。

※申し込み用紙は各市町村保育担当課で
　配布。市町村によって申し込み
　受付時期が異なるのでご確認ください。

1号
認定証

2号
認定証

3号
認定証

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

入園利用調整とは

これまでは小学校１～3年生が利用対象でしたが、小学校6年生まで拡大。保護者が家に帰ってくるまでの時間を安全に過ごすことができます。

放課後児童クラブは小学校6年生まで利用可能に！ 保護者の急な用事や仕事の都合、リ
フレッシュなどで一時的に子どもを
預ける場合の「一時預かり」、病気や
病後の子どもを一時的に預かる「病
児保育」の整備が進められています。

一時預かりや
病児保育が利用しやすくなる！

きょうだいで利用する場合、
最年長の子どもから順に2
人目が半額、3人目以降は保
育料が無料になります。

多子世帯は
保育料の負担軽減！ 幼稚園はこれまで園

ごとに利用料が

設定されていました
が、新制度では

すべての施設が保護
者の所得をもと

に算出された保育料
になります。

保育料は
保護者の所得により

設定

※新制度に移行し
ていない私立幼稚

園は従来通り。

※保育料のほかに
、スクールバス代や

主食代などが追加
され

　る場合があります
。

子ども0～2歳

子ども3～5歳

子ども0～2歳

子ども3～5歳

子ども0～2歳

子ども3～5歳

普段は家にいて、
子どもと一緒に
過ごす日が
多いです。

1日4時間、週に5日
パートタイムで
働いています。

1日8時間、週5日
フルタイム
勤務です。

専業主夫・主婦 パートタイム勤務

保育標準時間

保育短時間

月120時間以上のフルタイム勤務の保護者を想定。
1日最大11時間の保育が利用可能。

月120時間に満たないパートタイム勤務の保護者を
想定。1日最大8時間の保育が利用可能。

現在求職活動中！
仕事探しを

頑張っています。

求職中

新制度では、2号・3号認定を受けるにあたって考慮される
「保育を必要とする事由」に求職活動（起業準備を含む）も
追加されました。求職活動などで日中の保育が必要な場合
には、認定こども園や保育所、地域型保育を利用すること
が可能です。（職業訓練や各種学校への就学も同様）。
詳しくはお住まいの市町村に確認を。

POINT1

保育の場が
利用しやすく
なった！

POINT2

さまざまな
子育て支援が
充実！

認定の必要は
ありません

1号認定

3号認定
（保育短時間）

2号認定
（保育短時間）

3号認定
（保育標準時間）

2号認定
（保育標準時間）

※保育料の詳細については、
　お住まいの市町村にご確認ください。

フルタイム勤務

01 02



認定こども園 地域型保育保育所
（0～5歳） （0～5歳） （0～2歳）

幼児期の
教育を行う学校

教育と保育を一体的に
行い、地域の子育て
支援も行う施設

保育所よりも
少人数で0～2歳児を
保育する場

就労などにより家庭で
保育できない保護者に
代わって保育する施設

幼稚園
（3～5歳）

NEW!HOT!

新制度で利用できる教育・保育の場

認定こども園、地域型保育ってどんなところ？

新制度で利用できる教育・保育の場は4つ。
なかでも新制度で普及を進める「認定こども園」、
新設された「地域型保育」にどんな特長があ
るのかご紹介します。

0歳から就学前の子どもを家庭に代わって保
育する「保育所機能」、3歳から就学前の子ど
もに幼児教育を提供する「幼稚園機能」をあ
わせもつ施設。地域の子育て家庭が利用で
きる子育て支援も実施しています。3～5歳
の幼児は保護者の就労の有無などに関係な
く利用することができます。

少人数で0～2歳の子どもを保育する場。定員枠が
少なく、需要が多い0～1歳児の待機児童解消が期待
されています。

利用できる保護者

0～2歳

3～5歳 昼過ぎごろまでの教育、夕方までの保育
に加え、園によって延長保育を実施。

夕方までの保育のほか、
園によって延長保育を実施。 0～2歳

3～5歳 制限なし。

仕事や介護などの事情により
家庭で保育できない保護者。 幼稚園と保育所のいいとこどり！

ニーズの多い0～2歳の
保育をサポート

子ども・子育て支援新制度は、各市町村が中心となって実施しています。
各保育施設の状況、入所申し込み時期、今後の予定などは各市町村の
保育担当課へご確認ください。
また、制度の詳しい情報は内閣府のホームページへ。

すくすくジャパン 検 索

利用時間

地域型保育（0～2歳対象）NEW!

認定こども園（0～5歳対象）HOT!

制度を紹介した
「なるほどBOOK」も
ダウンロードできます。

定員5人以下のアットホームな
雰囲気で保育を行います。

6～19人以下の少人数を対象に
きめ細やかな保育を行います。

会社の保育施設などで従業員の
子どもと地域の子どもを一緒に
保育します。

病気や障害で個別のケアが必要な場
合に自宅で1対1の保育を行います。
※現在、宮城県内で実施している市町村はありません。

地域型保育4つのタイプ

家庭的保育（保育ママ） 小規模保育

事業所内保育 居宅訪問型保育

夕方までの保育のほか、
園によって延長保育を実施。

仕事や介護などの事情により
家庭で保育できない保護者。

利用時間 利用できる保護者

保護者の就労状況が変
わっても継続して利用
することができます！

園に通っていなくても保
育士さんに子育ての相談
ができたり、親子で遊ば
せてもらえたりします！

うれしい POINT！

2歳までが対象の地域型保育を
卒園後には、連携施設（幼稚園、
保育所、認定こども園）へ行くこ
とができる！
※連携施設が設定されていない場合は、市町村
が受け入れ先を調整するなど、支援を行います。

うれしい POINT！

「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

値引きOFF ポイントP おまけ その他応援内容

OFF

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

仙台市 大崎市 仙台市

大和町 石巻市 仙台市

OFF

OFF

白石市 大崎市 登米市

OFF美里町 大崎市 塩竃市

県内全域 県内全域 白石市

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

HP／http://www.morinomiyako-shinkin.co.jp/
営

遠田郡美里町関根字堤筒82
0229-34-2800
11：00～14：00、17：30～20：00
無休

住
電
営
休

白石市沢目8-23
0224-25-6670
11：30～18：30
第1・3火曜、水曜

住
電
営
休

大崎市三本木字北町71
0229-52-2008
8：00～18：00
日曜

住
電
営
休

登米市南方町堂地前65-1
090-7069-3786

住
電

HP／http://www.shashinkan.ne.jp/saitost/

HP／http://www.fukushima-museum.jp/

仙台市青葉区国見5-4-22
0120-600-395

住
電

HP／http://felicebabyma.web.fc2.com/

HP／https://sites.google.com/site/daimyou0410/

大崎市三本木善並田157-5
0229-52-5557
9：00～18：00
水曜

住
電
営
休

塩竈市南錦町8-62
022-362-3577
9：00～18：30（日曜、祝日は～17：00）
水曜

住
電
営
休

HP／http://www.hk-group.or.jp/heiwa-taxi/

大崎市鳴子温泉字新屋敷160
0229-83-3133

住
電

仙台市青葉区上杉5-8-18-502
022-266-7538

住
電

HP／http://www.higashitaga.net/

黒川郡大和町吉岡字上柴崎13-1
022-345-2332
8：30～19：00
日曜、祝日

住
電
営
休

仙台市若林区土樋288-2
022-266-1535
9：00～16：30
月曜、第1日曜、休日の翌日

住
電
営
休

石巻市鋳銭場1-8
0225-22-1314
9：00～18：00
日曜

住
電
営
休HP／http://www.k2-homes.com/hp/miura-s/

「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！

元祖白石うーめん処
なかじま 駅前店

ベビーマッサージスクール felice平和交通 東多賀の湯

福島美術館三浦商店 松屋海産物店

佐々木音楽教室佐々広商店

サイトースタジオそば処古川大名 ベストハウス

スパッシュランドしろいし荘内銀行 杜の都信用金庫

予約時に利用意思を伝えると、同乗のお子さま
全員に「クラフトタクシーカード」をプレゼント。

子ども連れのお客様、入浴料20%OFF。直接申
込に限り宿泊料10%OFF。

未就学の子ども連れで入館のお客様に絵ハ
ガキ1枚プレゼント。

子ども連れのお客様にタオルをプレゼント。 中学生までの子ども連れのお客様に粗品を
プレゼント。

お子さまの体験レッスン無料、初回教材費
5%OFF、入会金半額。子ども連れのお客様、お子さま2名までかやくご飯

（小）150円（税別）をサービス。注文時にお声掛けを。

子ども連れのお客様で食料品をお買い上げ
の上、利用意思を伝えると2ℓ入り天然水をプ
レゼント。

粉ミルク用のお湯提供や授乳・おむつ交換の
場所提供。記念撮影者には粗品をプレゼント。

未就学児は飲食代無料。シングルマザー飲食
代50%OFF。妊婦飲食代10%OFF。

売買物件または賃貸物件をご成約された方
に、もれなく素敵なLEDスポットライトをプレ
ゼント。

子ども連れのご家族様の施設利用料を
10%OFF。

定期積金の金利上乗せ。詳しくは窓口にて
ご相談ください。

母子手帳、健康保険証などを提示の上、中学
生以下のお子さま名義の普通預金を新規契
約時、アンパンマングッズをプレゼント。 白石市小原字西川久保18

0224-29-2326
10：00～20：00（最終入館19：00）
※プール利用は19:30まで
水曜（祝日の場合は翌平日）

HP／http://www.shiro-f.jp/spashland/

住
電
営

休

3号認定

3号認定

1・2号認定

HP／http://www.athome.co.jp/ahsd/best.html

お子さま連れ、もしくは県外利用向け
パスポート提示でベビーマッサージ用
ミニボトル（10ml）をプレゼント。
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岩沼みなみプラザ

石巻市子どもセンター岩沼市子育て支援センター らいつ

運転と子育て支援のプロが
子育てタクシー運行中！

屋根付きのテラスや、開放的な
中庭で遊べるのが魅力です。毎
日11時40分からの絵本の読み
聞かせや、毎月1回開催の絵本の
ひろばなど、子どもが本に親し
めるイベントがたくさん！児童
館も併設しています。 おやつと軽食の時間は飲食もOK！

絵本のひろば絵本の読み聞かせ

運営の主役である中高生が、建設
段階からイベント企画・利用ルー
ル作りを行いました。「こんな施設
にしたい！」という子どもの想い
がつまった児童館です。乳幼児親
子対象のベビーマッサージや親子
ビクスなどのプログラムも充実！

　塾や学童保育の送迎、子ども連れの外出、救急病院への案内
など、子育て世代のあらゆる移動をサポートする「子育てタク
シー」。宮城県では全国子育てタクシー協会に認定されたフタ
バタクシーが取り組んでいます。ハンドルを握るのは、子育てタ
クシードライバー専用の研修と保育実習を修了した、運転と子
育て支援のプロ！子ども一人での利用でも、安心してまかせる
ことができます。事前に子育てタクシークラブに入会（無料）し
ておけば、スムーズに利用可能。現在県内の会員数は約1500
名。運賃が10%割引になるうれしいサービスもありますよ！

ベビーマッサージで母子コミュニケーション

図書コーナーキッズコーナー

　7月1日から仙台国際空港の民営化がスタートしました。
なんと、国が管理する空港では第1号。民営化に伴い、有料だっ
た展望デッキ「スマイルテラス」（8：00～20：00）が常時無料に
なりました！滑走路を離発着する飛行機の迫力を間近で感じ
られ、子どもたちに大人気のスポットです。展望デッキだけでな
く、フライトシミュレーターやコックピットにふれられるミュー
ジアム、多彩なグルメスポットや土産処も楽しみの一つ。
　10月9日には毎年恒例のイベント「空の日 仙台空港祭
2016」を開催！さまざまな体験型展示や催しで、航空の世界
を感じることができます。民営化でグッと身近になった空港へ
足を運んでみてください。

フタバタクシー
電話／022-236-9361　Mail／futaba-taxi@aurora.ocn.ne.jp
HP／http://www.futabataxi.com/ 　※運行は仙台市内発着のみ

【入会申し込み先】

お問合せ 宮城県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

支援センターあなたの

街の 子 育て

住所／岩沼市桑原4-6-70
電話／0223-36-8762
開館時間／9：00～17：00
休館日／日曜、祝日、年末年始

DATA
住所／石巻市立町1-6-1
電話／0225-23-1080
開館時間／9：30～19：00
休館日／第1・3木曜、祝日、年末年始

DATA

診療科目／精神科・小児科
診療時間／ 9：00～12：00
　　　　　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

　お母さんの関心が弟に向いたとき、やきもちをやくのは
自然な感情です。そのため、我慢を強いるのではなく、気持
ちをくみ取ってあげることが大事。たとえば、下の子は家
族や一時預かりサービスにお願いして、数時間だけでもお
兄ちゃんがたっぷり甘えられる時間を作ってみることが
オススメです。
　定期的にじっくり向き合う時間をもつことで、お兄ちゃ
んの心が満たされ、気持ちが落ち着いてくれば、不安定な
行動も軽減されていくと思います。2人だけの楽しい時間
には、「あなたを大切に思っているんだよ」ということを伝
えてあげましょうね。

1対1の時間を積極的に作ってコミュニケーションを！

仙台空港に遊びに行こう！

NEWS EVENT

仙台市街地や太平洋も望める展望デッキ。

空港祭は毎年たくさんの親子連れでにぎわいます。 （昨年の様子）

民営化でさらに賑わう

開催日／2016年10月9日（日）
開催時間／9：30～16：00（予定）
会場／仙台国際空港（旅客ターミナルビルほか）
住所／名取市下増田字南原無番地
HP／http://www.sendai-airport.co.jp

旬な情報をお届け TOPICS子育て

安心して
おまかせ
ください！

今年は

“雨上がりに
架かる「虹」”が

ライトアップ
テーマ！

フタバタクシー代表取締役  及川 孝さん

「コキアカリ」で
幻想的な夜の公園を散歩

　真紅に紅葉した1万株のコキアをLED照明でライトアップ！
モコモコと丸く茂るコキアが虹色に染まり、暗闇の中に浮かび
上がる幻想的な景色を楽しめます。期間中はキャンドルコン
サートや光をテーマにしたクラフトワークショップなども開
催。昼間の公園とは違った魅力を感じられるイベントです。

兄弟への愛情のかけ方に悩んでいます。（名取市・Nさん）
1歳と6歳の兄弟を子育て中。まだ小さく、手のかかる弟にばかりついつい目がいってしまいが
ちに。そのせいか、お兄ちゃんが、すねたり、ひねくれたり…。気持ちを受け止めつつ、うまくフォ
ローするにはどうしたらいいのですか？

対処法
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

上の子がたくさん
甘えられる時間を
作りましょう！

大切に
思っていることを
伝えましょう！

POINT

2
POINT

1

「空の日 仙台空港祭2016」

美しいアーチを描く旅客ターミナルビルに注目！

お待ち
しています！

開催日／2016年10月8日（土）～10日（月・祝）
開催時間／17：30～21：00（公園の開園は9：30～21：00）
入園料／大人410円、シルバー210円、小・中学生80円
駐車料／普通車310円
会場／国営みちのく杜の湖畔公園 
住所／川崎町小野二本松53-9
問合せ先／0224-84-5991（みちのく公園管理センター）
HP／http://www.michinoku-park.info/

イベント【コキアカリ】
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