
宮城県か
らのお知

らせ

反対側の端から、ハン

カチを蛇腹のように

折り込んで…。

ハンカチを4分の１の

幅で下からクルクル

巻いていく。

ハンカチ

あそび

どこで
も☆あ

そべる

毎日持ち歩くハンカチが、あっという間に綺麗なバラに。
ふわっと咲かせて、髪に飾ってあげましょう。

きれいに花びらの形

を整えたら、完成！

筒状になったら、一方

の端から２つの角を

引っ張り出す。

２をキュッと結び合わ

せて、葉っぱの形に整

える。

［特集］

親子で楽しい

屋内あそび
場

うきうき
気分でお

でかけ♪

しっかり寝しっかり寝 きちんと食べきちんと食べ よく遊よく遊
休日も平日と同じ時刻の就寝・起床
で、睡眠のサイクルを保つことが大
切です。毎日の生活リズムを一定に
し、十分な睡眠で一日の疲労を回復

させましょう！

休みの日の作り置きや、前日の夕飯
のおかずを活用するなど、無理のな
いひと工夫で朝食内容の充実が図
れます。バランスの良い朝食で、一
日を元気に過ごしましょう！

子どもは、家庭や社会の生活リズムに大きく影響を受けます。このことから、子どものより良い
生活習慣づくりのためには、大人自身の生活習慣を見直すことが大切です。

まずは、自分の生活に無理のないところから始めて、ぜひ家族みんなでルルブルに取り組みましょう！

子どもの頃の様々な体験や経験
は、成長してからの興味や関心に大
きく影響します。大人も仕事や家事
のほか、運動や趣味などで心身のリ

フレッシュを図りましょう！

で規則正しい生活習慣を身につけよう！

アニメむすび丸
Ⓒ宮城県・旭プロダクション

大人も子どもも
いっしょに！

宮城県教育庁教育企画室企画班　仙台市青葉区本町3-8-1　TEL:022-211-3616　Email:kyoikupp@pref.miyagi.lg.jp

おちびさんも大歓迎♪

親子でゆったり
カフェ&レストラン

子どもの年齢別

子育て・個育てヒント帖

お得がいっぱい

みやぎっこ応援の店

どこでもあそべる

ハンカチあそび

ワクワクに出会える

Ｆａｍｉｌｙ Ｅｖｅｎｔ

ファミリーをサポート

各市町村の
子育て支援センター

「はぴるぷ」は、“幸せが繋がって

いきますように”の想いを込めた

がもとになっています。発行日は

3・6・9・12月の19日（育児の日）♪

「Happy Loop」

発行／宮城県保健福祉部子育て社会推進室
〒980-8570　宮城県仙台市青葉区本町3-8-1 7F
TEL.022-211-2528　FAX.022-211-2591
E-mail / kosodates@pref.miyagi.lg.jp
HP / http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/

編集・制作／
株式会社 ユーメディア
「プラチナくるみんマーク」取得の
子育て支援企業・ユーメディアが
制作しています。

この印刷物は
宝くじの収益金で
制作されています。

「せんだいタウン情報machico」で
「はぴるぷみやぎ」のアンケートを行っています

地域の情報・お得情報盛りだくさんのコミュニ

ティサイト「せんだいタウン情報machico(マ

チコ)」で本誌のアンケートを行っています。会

員登録せずにお答えいただけますので、子育て

について知りたいことや、今号を読んだ感想な

ど、皆さまのお声をぜひお寄せください。

はぴるぷみやぎの
ページは
こちらから

仙台　マチコ 検 索

http://machico.mu/

宮城の子育て情報誌
2019年3月19日

TAKE FREE

V0L.16

Model／山内 こずえさん、結生ちゃん（6歳）、琥生くん（3歳）　Location／せんだいメディアテーク
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待ちに待った春が到来！家族でおでかけしたいけど、宮城の春はまだまだ風が冷たくて、

小さなお子さんの遊び場に悩むことも…。そんな時に便利なスポットを紹介します。

ボルダリングパークやくらいWALL

希望ある未来を発信する子供未来創造校  KIBOTCHA

人気急上昇中のボルダリングに親子でチャレンジ！
　加美町に昨年完成したばかりの注目施設。子ども専用を含む４つのクライミン

グウォールには、初心者でも楽しめるたくさんのルートを用意。カラフルなホー

ルドを上へ上へと辿り、壁を登り切る達成感を子どもと一緒に体感しよう。利用

料＋500円でキッズスクールも開催している。

　加美町味ケ袋薬莱原1-81
　0229-25-4544
　平日 13:00～21:00、
　土曜10:00～21:00（3月～11月）、
　日曜・祝日10:00～19:00
　初回登録料：1,200円
　1日券：大人1,700円、学生1,300円、中学生以下1,000円
　デイタイム：大人1,000円、学生800円、中学生以下500円
　レンタル：クライミングシューズ300円、チョーク200円
　月曜（祝日の場合は翌日休）
　https://yakurai-climb.info/

住
電
営

料

休
HP

加美町加美町

東松島
市東松島
市

イーレ！はせくら王国
廃校した小学校が、みんなが集う王国に大変身
　2012年に廃校した旧支倉小学校にオープンした食と体験の観光交流施設。

廊下も教室も、小学校の雰囲気そのまま。キッズルームには黒板や跳び箱があ

り、大人も童心に返って楽しめる。かの支倉常長にちなんだチョコレート料理が

味わえるレストランや、親子向けの多彩なイベントも人気。

　川崎町支倉塩沢９
　0224-51-9131
　10：00～18：00（11～3月は17:00まで）
　入場無料※体験教室は有料（事前予約）
　水曜
　https://www.ire-hasekura.com/
★エレベーター無し

住
電
営
料
休
HP

　仙台市青葉区錦ケ丘1-3-1
　錦ケ丘ヒルサイドモール2F
　022-399-6511
　平日10：00～18：00（最終入場17：00）
　土日10：00～18：30（最終入場17：30）
　入場料（60分）：
　大人450円、1歳～小学生300円、1歳未満無料
　延長料金（60分毎）：100円（1歳未満と大人は無料）
　施設利用登録料：100円（初回のみ）
　無休　　http://kanseinomori.com/
★1建物内にあり　★2ベビーカーは入口まで可

住

電
営

料

休 HP

　3・11で得た防災知識を未来に伝えるべく、廃校した旧野蒜小学校に誕生。子

どもたちがのびのび遊べる空間に防災の学びを盛り込み、心と体で命を守る習

慣を身に付けられる。大型遊具を備えた室内パークに加え、レストランやバーベ

キュー、宿泊施設や防災教育キャンプも人気。

　大崎市岩出山字下川原町100
　0229-72-5588
　9：30～17：00(最終入館16：30)
　大人500円、高校生300円、小・中学生250円
　月曜（祝日の場合はその翌日）
　www.kankaku.org/
★喫茶スペースは火・水曜は休

住
電
営
料
休
HP

　気仙沼市魚市場前7-13　　0226-24-5755
　5～9月9:00～18:00（最終受付シャークミュージアム
　17:00、氷の水族館17:40）、10～4月9:00～17:00
　最終受付シャークミュージアム16:30、氷の水族館16:40）
　シャークミュージアム＆氷の水族館２館共通券：
　中学生以上900円、小学生400円
　シャークミュージアム入場料：
　中学生以上500円、小学生200円、小学生未満無料
　氷の水族館入場料：
　中学生以上500円、小学生300円、小学生未満無料
　不定休　　http://www.uminoichi.com/
★「シャークミュージアム」のみ可

住 電
営

料

休 HP

　東松島市野蒜字亀岡80　　0225-25-7319
　平体験学習ゾーン10:00～17:00、
　レストラン・売店10:00～24:00（21:00以降は予約営業）、
　大浴場10:00～21:00（宿泊の場合は24:00まで）
　体験学習ゾーンのみ：
　大人300円、小中学生200円、未就学児無料
　体験学習ゾーン（浴場利用付）：
　大人700円、小中学生300円、未就学児無料
　（全て2019年3月19日現在）
　※宿泊は1室5,400円より（要問合せ）
　無休　　http://kibotcha.com/

住 電
営

料

休 HP

遊びながら「もしも」の時の知識を体験学習

感覚ミュージアム

気仙沼「海の市」 シャークミュージアム＆氷の水族館

さまざまな感覚を研ぎ澄ませてみよう
　見る・聞く・触れる・嗅ぐといった五感をテーマにした作品に出会える体験型

ミュージアム。ユニークな創作楽器や鏡の空間、光や音や映像の作品など、ユニー

クな作品がお部屋ごとに続いていて、子どもも大人も普段は意識していない感

覚にワクワク。新たな気づきに出会えるのが楽しい。

大崎市
大崎市

川崎町
川崎町

木の室内創造あそび場 感性の森
こころを育み、好奇心を満たす優しい空間
　自然のままの樹木を生かした遊具と空間で、子どもたちが思い切り体を動か

し、創意工夫できる遊び場。約30万個の木玉で埋められた木のボールプールや、

広々としたフロアを駆けまわれるゾーン、つみ木や赤ちゃん専用スペースなど、

想像力と発想力を育むさまざまな工夫がつまっている。

　「シャークミュージアム」は日本唯一のサメの博物館。サメの不思議に迫る展示

や震災の記憶、気仙沼の漁業を学習できる。「氷の水族館」では、－20℃の氷の世

界へ！主に気仙沼に水揚げした魚たちが氷の中に閉じ込められており、今にも動

き出すようなプロジェクションマッピングも面白い。

気仙沼の海と人の絆を学ぶ体験ミュージアム

仙台市仙台市

アイコンに
ついて

アイコンに
ついて

飲食店あり

ベビーカー入館可

椅子・食器ありキッズスペースあり

食べ物持ち込み可

おむつ替えスペースあり
（専用スペースを備えている場合のほか、スタッフに
 申し出るとスペースを用意してくれる場合を含む。）

０歳以上 対象年齢の目安

授乳スペースあり
（専用スペースを備えている場合のほか、スタッフに
 申し出るとスペースを用意してくれる場合を含む。）

キッズメニューあり

０歳以上
★1 ★2

０歳以上
★

６歳以上
★

０歳以上
★

０歳以上

０歳以上

気仙沼市
気仙沼市
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「みやぎっこ応援の店」とは、宮城の子育て家庭をサポートするお店のこと。
商品の割引やちょっとしたおまけ、授乳所やおむつ替えスペースの設置など、
さまざまなサービスで宮城県での子育てを応援します。

みやぎっこ応援の店
お得がいっぱい

おまけ その他値引き ポイントサービス応援内容

サービスの内容及びサービス範囲は協賛店（みやぎっこ応援の店）が任意で設定しています。
年齢の確認方法もお店によって異なるためホームページ等で事前の確認をお願いします。サービスを利用する時の注意点 ステッカー のぼり

のぼりと
ステッカーが
目印！！

住／登米市登米町寺池桜小路76-3
電／0220-52-2065　
営／7:30～19:00　
休／無休

パスポート提示で10％割引

（有）靴のいわぶち登米市

住／大崎市古川北稲葉2-6-26 
電／0229-24-2233
営／9:30～18:00
休／火曜
HP／http://www.s-smile.jp/

お子様連れの方におまけサービス
※みやぎ子育て支援パスポートご提示でお子様の写真を撮られた方に限る。

他サービス、キャンペーンと併用不可

スタジオスマイル大崎市

住／名取市増田1-14-20 
電／022-382-1211
営／月～金曜10:00～21:00、
　　土曜10:00～18:30、日曜10:00～14:30
HP／http://sports.u-spo.com/

1日体験レッスン無料
※対象：ベビーコース（6か月～2歳）、ジュニアコース（3歳～中学生）

ユースポーツクラブ名取名取市

住／東松島市小松字上浮足43
　　イオンタウン矢本内
電／0225-83-1363
営／10:00～21:00
休／無休
HP／http://www2.toysrus.co.jp/store/
　　 storeinfo/store.php?id=4790

みやぎ子育て支援パスポートをご提示で
￥１００OFFクーポンプレゼント

※一部対象外商品あり

トイザらス 石巻矢本店石巻市

「みやぎっこ応援の店」募集中！
サービス内容や利用条件は、お店が任意で設定できます。
独自のサービスで宮城の子育て家庭をサポートしてみま
せんか。詳細はＨＰをチェック！

たくさんのお店が
宮城県での子育てを応援しています

みやぎ子育て支援パスポート 検索https://miya-pass.jp/

住／仙台市泉区大沢1-5-1
　　イオンタウン仙台泉大沢店
電／022-725-5994
営／9:00～21:00
休／無

お会計から20％値引き、
小学生以下のお子様におもちゃプレゼント

エコ&キッズ アキラ
イオンタウン仙台泉大沢店仙台市

みんなのカフェtetote

登米市登米市

美味しいごはんと素敵な空間に、

家族みんながにっこり笑顔。

キッズスペースやお子様メニュー、

親子向けイベントがある、子育てファ

ミリーに優しい飲食店を紹介します。

住／仙台市太白区富沢4-8-36 
電／022-244-5440
営／9:00～19:00
休／月曜、第1・第3火曜
HP／https://hairrelax-fu-ka.com/

ファミリー割引、家族で利用できる個室有、
授乳・オムツ替え・飲食持込ＯＫ

HAIR RELAX 風香仙台市

★1 ★2 ★

絵本の世界のような
ワクワク感！
　名物のひげぱんだのパンケーキはさまざ

まなトッピングが選べ、子どもたちにも大

人気。他にもスキレットで作るナポリタン

や個性的なスウィーツなど、人気メニュー

が目白押し。楽しいキッズスペースもあり、

食べて遊んで特別な時間が過ごせる。

ひげぱんだ イオンタウン仙台泉大沢

※アイコンは前頁をご参照ください

　仙台市泉区大沢1-5-1
　イオンタウン仙台泉大沢1F
　022-341-8177
　平日11:00～20:00
　（ラストオーダー19:30）、
　土・日・祝10:00～20:00
　（ラストオーダー19:30）
　無休

住

電
営

休

体と心がホッとする
自然なおいしさ
　登米の無農薬のお米や野菜、伊豆沼で育った

豚肉を主役にしたパスタやカレー、サンド

ウィッチ、オーガニックのドリンクが味わえるお

店。ハンバーグやうどんのキッズセットも人気

で、子どものためのスペースやハンモック、絵

本などもあり、時間を忘れてのんびり寛げる。

　登米市登米町寺池字
　辺室山17-1
　080-8159-2716
　11：30～16：00 
　月曜、金曜　
　※土日はイベント出店のため
　　休みの場合もあるので事前
　　確認を

住

電
営
休

Café knit

子どもに優しい
アットホーム空間
　２階のお座敷個室がキッズ連れに大好評。お

子様メニューは甘口カレー、オムライス、うどん

があり、全て550円。シフォンケーキやガトー

ショコラも手作りの優しい甘さだ。お友だちの

家に遊びに行くような感覚で、おむつ替え、授乳

も個室内で気兼ねなくできるのがありがたい。

　仙台市宮城野区福田町3-7-3
　022-208-2417
　11:30～15:30、
　14:00～15:30、
　18:00～22:30
　火曜
★1・2は個室内で可

住
電
営

休

Café おやこの木

ぽかぽかと心が和む
一軒家カフェ
　北海道で暮らしていたオーナーが、自身の

子育ての経験から「親子で過ごせる場を作り

たい」との思いでオープン。可愛らしいキッズ

テーブルや優しい味わいのキッズプレート

で、優しい時間を紡いでくれる。北海道から取

り寄せるパンやジュース、コーヒーも魅力。

　岩沼市桜4-6-12
　0223-36-8644
　火・水曜10:00～17:00
　（ラストオーダー16:30）、
　木・金曜10:00～15:00
　（ラストオーダー14:30）
　※土・日・月曜、祝日は予約制
　土・日・月曜、祝日
★授乳室はなし

住

電
営

休

仙台市仙台市

岩沼市岩沼市仙台市仙台市
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子育て・個育て
ヒント帖

～今回のテーマ～

おもちゃ＆絵本

手ん店～あきうクラフトフェア～仙台市

アートの里・秋保に100もの手仕事の店

が大集合。温もりある作品を間近で見た

り、親子でワークショップに参加する経験

は、子どもたちとって素敵な思い出になり

そう。美味しいフードやドリンクも魅力！

4/13［土］・14［日］
家族でものづくりの
楽しさにふれよう

会／木の家ロッジ村
　　（仙台市太白区秋保町湯元字馬乙2-1）
時／１3日（土）10:00～17:00、
　　14日（日）10:00～16:00
料／入場料100円（中学生以下無料）
問／手しごとAKIU 手ん店実行委員会
　　contact@akiu-tenten.com
HP／http://akiu-tenten.com/

Family Event
この冬、宮城で開かれるおすすめイベントをピックアップ！

多賀城市子育てサポートセンター
（すくっぴーひろば）

多賀城市

０歳から就学前の子どもと家族が親子で

楽しめる施設。お楽しみ会、おはなし会、

親子クッキングといった毎月開催のイベ

ントや、市内の子育て情報の提供、育児相

談、一時預かりも行っている。

親子で楽しめる
さまざまなイベントを開催、
相談機能も充実

住／多賀城市中央2-8-1多賀城駅北ビルB棟２階
時／9:00～16:30
料／登録料：市民の方無料、
　　他市町村の方：おこさんひとりにつき初回のみ500円
　　※一時預かりは有料
休／水曜、祝日の翌日、
　　年末年始（12月28日から１月４日まで）
問／022-355-7085

各市町村の子育て支援センター

おおがわら桜まつり大河原町

美しい桜の回廊が8kmにわたって続く

「一目千本桜」が、満開を迎える頃に開か

れるお祭り。さまざまな出店のほか、白

石川から桜を愛でる「お花見屋形船」や、

幻想的な夜桜のライトアップも人気。

4/3［水］～4/18［木］ 桜の開花状況により変更あり
県内屈指の
桜の名所でお花見しよう

会／白石川公園（大河原町大谷）
時／出店10:00～、
　　「お花見屋形船」の運航10:00～16:00、
　　夜桜ライトアップ 18:00～22:00　
料／入場無料
　　※「お花見屋形船」は大人1,500円、
　　　小学生800円、小学生未満無料
問／大河原町観光物産協会0224-53-2141

縄文春まつり
5/11［土］

土器の野焼きや弓矢体験、縄文ファッ

ションの試着など、縄文人気分で楽しめ

るイベント。コンサートタイムには

「Sonido del Vient」が登場。3軒の竪穴

住居が復元された広場で、小さい子もの

びのび過ごせる。

はるか昔の人々の
知恵と暮らしを体験

会／仙台市縄文の森広場
　　（仙台市太白区山田上ノ台町10-1）
時／10:00～15:00
料／無料
問／仙台市縄文の森広場 022-307-5665

仙台市

南三陸町地域子育て支援センター南三陸町

季節の行事や年齢に合わせた遊び、子ど

もたち同志がゆったり遊べるスペース

を提供。育児相談、育児が楽しくなるお

話の会、子育てにちょっとためになる講

座なども実施している。

地域の子どもたちが
安心して集える場所
ママたちの交流も盛ん

住／南三陸町志津川字沼田14-3
　　（総合ケアセンター２Ｆ）
時／10:00～15:00
料／無料　
休／土・日曜、祝日
問／0226-46-3042

角田市

5/5［日］

水ロケット打上げやニジマスつかみなど

イベント盛りだくさん。当日は日本初純

国産型ロケットの実物大模型やロケット

エンジン実物、人工衛星模型を展示する

角田市スペースタワー「コスモハウス」

が入場無料。

子どもが主役！
いろんな遊びが大集合

会／台山公園 （角田市角田字牛舘100） 
時／9:30～15:00
料／無料
問／宇宙っ子まつり実行委員会（商工観光課内）
　　0224-63-2120

第26回かくだ宇宙っ子まつり赤ちゃんは人の顔が大好き！お世話に

追われる時期ですが、常にお子さんと

目を合わせ、ゆっくり言葉をかけなが

ら「やりとり」を楽しみましょう。絵本

は擬音語や擬声語をとり入れたもの

がぴったり。

声をたくさん聞かせて

手あそび・音あそび

引き車はハイハイや歩き初めの子が

夢中になるおもちゃ。できたら「じょ

うず じょうず」と、一緒に喜んであげ

ましょう。絵本は言葉の繰り返しから

展開する作品が楽しい年齢。何度読ん

でも子どもには新鮮なのです！

「もう一回！」に応えよう

繰り返しあそび

この頃に大切なのは「一人でできた」

という満足感。できるまで待ってあげ

る、できたらほめてあげることで愛を

感じ、自信が芽生えます。指先を使う

おもちゃや、身近な生活の小さなひと

幕を描いた物語絵本がおすすめ。

たくさんほめてあげて

ひとりあそび

一人でできた経験を土台に、友だち

と遊ぶ段階へ進みます。おもちゃの取

り合いになった時は互いの気持ちを

聞いて、先に遊んでいた子が納得す

るまで待つのも手。絵本はその子の

好きなテーマで興味を広げましょう。

あそびの展開をサポート

友だちとのあそび

ままごとで役になりきる子どもたち。

大人が「おいしい！」「おかわりちょうだ

い」と反応すると誇らしくなって、「次

はこうしよう」と自らあそびを発展さ

せていきます。絵本では家族や仲間を

テーマにした作品で心を育んで。

大人もとことん付き合って

ごっこあそび

想像力・創造力がぐんぐん育つ年齢。

積み木やブロック、冒険や自然の不

思議の物語など、わくわくドキドキの

おもちゃや絵本を与えてみると、豊

かな感性に大人もびっくりさせられ

ますよ！

イメージする力を伸ばそう

創造あそび

歳歳

歳 歳

歳 歳

絵本でにっこり！
おもちゃでワクワク！

一人ひとり違って、みんな愛おしい子どもたち。その元気と笑

顔は、家族の宝物ですよね！一方で子どもは、その小さなココ

ロとカラダで、日々懸命に大人にサインを送っています。ここ

では、年齢ごとによくみられるサインを、専門家に解説してい

ただきます。型にはまる必要は全くないけれど、パパやママの

ちょっとしたヒント帖になれば幸いです。

いと

青葉区北山で創業から40年以上、子どもたちに愛され続ける
横田やさん。店内には1万冊もの絵本や児童書、木のおもちゃ
が並び、読み聞かせやわらべ歌の会も開催しています。

今回の先生！
絵本と木のおもちゃ　横田や

横田 重俊さん・敬子さん

住／仙台市青葉区北山1-4-7　TEL／022-273-3788　営／10:00～19:00　休／水曜絵本と木のおもちゃ  横田や
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