
「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

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 仙台市

川崎町

仙台市

白石市 涌谷町

石巻市 石巻市 蔵王町

OFF OFF石巻市 仙台市 角田市

県内全域 松島町 登米市

石巻市桃生町神取字屋敷57-2
0225-76-4375
8：00～19：00
第1・3日曜

住
電
営
休 HP  http://www.marusen1.jp/

HP  http://takahashi-juken.jp/HP  http://miyagichuo-yakult.com/

石巻市相野谷字飯野川町171
0225-62-3381
11：00～14：00
月曜

石巻市中央2-4-7
0225-96-3658
10：00～18：00
無休

住
電
営
休

休

刈田郡蔵王町遠刈田温泉
字新地西裏山36-104
0224-34-2433
10：00～19：30
木曜（祝祭日、年末年始は除く）

住

電
営

9：30～11：00営

宮城郡松島町松島字町内104
022-354-2519
10：00～18：00
（11～3月 11：00～17：30）
不定休

住
電
営

休

登米市迫町佐沼字中江1-11-5
0220-22-3459
9：30～17：00
年末年始、大型連休など

住
電
営
休

仙台市若林区志波町3-1
022-783-7930
10：00～19：00
日曜

住
電
営
休

角田市角田字町82
0224-62-1239
9：00～18：00
無休

住
電
営
休

HP  http://www.korona.co.jp/

遠田郡涌谷町字本町87
0229-42-2404
要問い合わせ
第1・2日曜

住
電
営
休

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！

お食事処 きかく

洋服のショウジMy Style by Yamano
仙台店

久常薬品萬國屋書店

セガ
仙台コロナワールド

茂泉時計店

和風れすとらん 正六サルコヤ

マルセンフォトスタジオ ササキ フローリスト 花木屋

タカハシ住建宮城中央ヤクルト販売 尾張屋

子ども連れのお客様は、クレーンゲーム1回無料。 子ども連れのお客様は、
施術料10%OFF。

子ども連れのお客様は、
ろまんシールを3倍。

子ども連れのお客様は、
地域商店街のポイント2倍。

子ども連れのお客様は、
店内商品10%OFF。

座敷席の優先利用、調乳用のお湯提供、
離乳食あたためのサービス。

子ども連れのお客様は、
地域商店街のポイント3倍。

音楽教室の入会金免除。楽器10%OFF。
※特価品は除く。

子ども連れのお客様は、一部商品値引き。子ども連れのお客様の
写真撮影を10%OFFに。

小学生以下の子ども連れでお買い上げの
お客様に、バルーンをプレゼント。

ショールーム2階にキッズルームを設置。
親子一緒にご利用ください。
※3歳まで利用可能。

設定保育時間内での遊び場の提供。
親子一緒にご利用ください。
※県内20カ所のヤクルト保育室が対象。
　詳細は各保育室にお問い合わせください。

お客様がお買い物中に、
子どもが遊ぶおもちゃを用意。

OFF

OFF

OFF OFF

紳士服のオーダー等が、
10%OFF。

P

P P

HP  http://www.sarukoya.com/

「みやぎっこ応援の店」

住
電
営
休

柴田郡川崎町前川字中町3
0224-84-2017
9：00～19：00
日曜

住
電
営
休

住

電
営
休

白石市中町29-1
0224-26-2021
9：00～19：00
第1・3日曜

住
電
営
休

仙台市青葉区中央2-5-1
三文字屋ビル3F
022-716-2311
9：30～18：30
無休

住

電
営
休

仙台市宮城野区福室字田中前一番53-1
仙台コロナワールド内
022-205-3673
10：00～24：00
無休

住
電

営
休

※来店前にお電話にてご確認ください。

仙台市泉区根白石字判在家後5-2
090-3752-0487
022-376-0326
24時間
無休

■平成16年入社
■家族：夫、子3人
　（長男9歳、次男7歳、長女4歳）

子どもが生まれても仕事を続けたいと思っていたので、育児
休業を取得しました。約1年お休みしたあとに職場復帰。1年
間は時短勤務を利用して、その後からはフルタイム勤務です。
第二子・三子出産時も同様に育児休業を取得しました。

働くパパ・ママインタビュー！

滝澤洋子さん滝澤洋子さん
（39歳）（39歳）

近藤  聡さん近藤  聡さん
（34歳）（34歳）

18:00

19：00

21：00

22：00

24：00

退社
児童館（学童保育）、
保育園へお迎え

帰宅
夕飯
お風呂

夫の帰宅・夕飯

子ども就寝

就寝

6：40

7：00

9：00

起床

始業

子どもたちの起床
朝食

午 前 午 後

1日のスケジュール

18:00

19：30

24：00

退社
夕飯
お風呂

子ども就寝

家事を手伝う
など

就寝

7：00

9：00

起床
朝食

始業

午 前 午 後
1日のスケジュール ※ノー残業デーの場合

■平成16年入社
■家族：妻、子2人
　（長女4歳、次女1歳）

管理部 管理二課

北海道東北構造設計課（仙台）
主任

A

子どもの急な発熱や病気はつきものですが、会社では子ども
の看護、家族の看護休暇が合わせて最大10日まで取得で
きるので、それを利用しています。子育て中の社員が多いので、
急なときでも“困ったときはおたがいさま”とサポートし合え
る環境が本当にありがたいですね。

A
お子さんが体調を崩したときなど、どうしていますか？Q

長女が産まれるときに会社の『ハローパパ制度』を利用しました。
次女のときは『ハローパパ制度』と育児休暇を取得しています。
子どもの病院の付き添いで休暇を利用することも。大きな
病院だと待ち時間が長く、妻一人で娘たちを連れて行くのは
大変なので、休暇を有意義に活用できてよかったと思います。

A

毎朝、子どもたちに絵本を一冊読んであげることが日課に
なっています。技術職なので、帰宅時間は時期によって差があ
りますが、会社が設定する『ノー残業デー』の日は家族みんな
で夕食をとり、私が子どもたちをお風呂に入れています。洗濯
物など家事もできるだけ手伝っています。

A
家族との時間をどのように過ごしていますか？Q

夫婦で心がけているのは、感謝の気持ちを忘れず互いに『あり
がとう』と伝えあうことです。会社の制度の充実や、イクボス
である上司の働きかけで、男性社員の働き方もだいぶ変わっ
てきました。家族と過ごす時間が増えることは、仕事へのモチ
ベーションアップにもつながり、生活にメリハリがついたと感
じています。

A
家庭と仕事の両立で気をつけていることはありますか？Q

仕事と子育ての両立にあたり、会社のどんな制度を
利用しましたか？

Q

仕事と子育ての両立にあたり、会社のどんな制度を
利用しましたか？

Q

現在、第四子を妊娠中で春に出産予定なのですが、40歳まで
にもう一人産みたいと思えたのも、周囲の理解や会社の制度
など、安心して子どもを生み育てられる環境があるからこそ。
上手にバランスをとりながら、定年までこの会社で働き続け
たいと思っています！

A
今後はどのように仕事と向き合っていきたいですか？Q

　仕事と子育ての両立に励む大和リースの

パパ社員・ママ社員にインタビュー。それぞ

れの働き方、子育てから、ワーク・ライフ・

バランスのヒントが見えてきます。
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しおがま子育て支援センター 七ヶ浜町子育て支援センター「ここるん」
親子のふれあいの場として、気
軽に自由に遊べる施設。親同士
の交流の場にもなっています。
また、子育てに役立つ情報もた
くさん！保育士が子育ての不安
や悩み相談にも応じています。
土・日も開館！

親子向けのふれあい遊びや、保
護者向けのお茶会など、さまざ
まなイベントを開催しています。
室内のすまいる広場や、遊具の
ある広い園庭では、子どもと一緒
に楽しく遊べます。

読み聞かせでコミュニケーション

外遊びもできる！すまいる広場

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／塩竈市本町1-1 壱番館1F
電　　話／022-363-3630
開館時間／9：30～16：00
休 館 日／第3水曜の午後、祝日、年末年始

DATA
住　　所／七ヶ浜町東宮浜字東兼田35-10
電　　話／022-362-7731
開館時間／9：00～16：00
休 館 日／土・日曜、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

　お友だちとケンカをした、嫌な行事があるなど、大人から見た
ら些細なことでも子どもは強いストレスを感じている場合があ
ります。かたくなに登園をしぶるときは無理強いせずに家で様子
をみて、子どもの気持ちを受け止める時間をつくってあげてくだ
さい。登園拒否が一時的であればそんなに心配はいりませんが、
何日も続く、腹痛や頭痛を訴えるなど体の不調が出た場合は
SOSのサイン。行きたくない理由を言える子もいれば、自覚して
いない・うまく言葉にできない子もいます。親にも仕事の都合な
どはありますが、保育園の先生とコミュニケーションをとって、
注意深く見守ってあげることが大事ですね。

まずは家で様子をみて、一時的かSOSかを注意深く見守って。

EVENTEVENT

大型の遊具やおもちゃが充実！

のびのび遊べる！イベントも開催

旬な情報をお届け TOPICS子育て

突然「行きたくない」と保育園への登園を拒否！（大崎市・Aさん）

　保育園に通う5歳の娘。今まで楽しそうに登園していたのに、ある朝なぜか「今日は行きたく
ない！」と大泣きして登園拒否。しかたなく1日休ませたらケロッとしていましたが…いつかまた
同じことがあるんじゃないかとヒヤヒヤしています。

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

POINT

2
POINT

1
子どもの

気持ちを受け止めて
 あげましょう！

園と家庭の
 連携を密に！

とみや子育て支援センター とみここ
住所／富谷市明石台7-2-1
問合せ先／022-358-0516（富谷市子育て支援課）
問合せ対応時間／8：30～19：00

妊娠期から子育て期までのさまざまな悩みを
相談できる施設です。

DATA

子育て世代包括支援センターとは？

市民が気軽に立ち寄れる支援センターです！

「広瀬川で遊ぼう2017」で

広瀬川の自然にふれてみよう！
「米山チューリップまつり」で

春を感じよう！

開催日／5月3日（水・祝）～5日（金・祝）
開催時間／10：00～15：00
会場／仙台市若林区広瀬川宮沢緑地
問合せ先／022-262-3535
　　　　  （NPO法人広瀬川ボートくらぶ）

広瀬川で遊ぼう

木のぬくもりあふれる広々 とした空間

　GWの恒例イベント「広瀬川で遊ぼう」が今年も開催され
ます。ゆっくりおしゃべりしながら楽しめるボートや、ダン
ボール遊び、ペットボトルロケットの製作・発射体験、乗馬体
験など、親子で一緒に遊べるさまざまな活動を用意！期間中
は広瀬川にたくさんの鯉のぼりも飾られます。GWは広瀬川
の自然の中で思いっきり遊ぼう！

　毎年4月下旬～5月上旬にかけて、『道の駅米山 ふる里セン
ターY・Y』の西側に色とりどりの花をつけたチューリップ畑が現
れます。約10万株、60種のチューリップが咲き誇る様子は見事！
まつり期間中は多くの観光客でにぎわいます。会場では農産物
の販売のほか、チューリップの販売（1株200円、3株500円）も
あるのでお楽しみに！ ※雨天の場合、販売中止もあり

子育て世代の強い味方！

ブルベリッ娘

　富谷市の明石台地区に、2017年4月「とみや子育て支援セ
ンター とみここ」がオープンします。子育て世代包括支援セン
ターとして、妊娠期から子育て期まで切れ目のない子育て支援
を実施し、安心して相談できる場づくりをしています。
　また、乳幼児の各種検診や、離乳食などの育児教室も開催。
利用者と育児サークルなどを結ぶコーディネートのほか、発達
相談や育児相談にも、保健師などの専門スタッフが対応します。
詳しい施設の概要やイベントのスケジュールは、市の広報誌等
でご確認ください。

がオープン！がオープン！

2017年
4月

とみや子育て支援センターとみここ

ボートに乗ると
気持ちいいよ！

開催日／4月23日（日）～5月7日（日）
開催時間／9：00～16：00
入園料／無料
会場／道の駅米山 ふる里センターY・Y西隣
問合せ先／0220-55-2747（道の駅米山 ふる里センターY・Y）

米山チューリップまつり

カラフルな
チューリップが
満開！
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