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「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/

「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。

野菜は１日350gが目標
野菜がある毎日と
ちょっとの減塩で健康プラス！
健康な生活を維持するための目標として１日 350g の野菜摂取が掲げられています。
パーティーやお弁当にも好評なベジプラスレシピを紹介します。

たっぷり野菜のカラフル太巻き

（レシピ提供：みやぎシニア食育コーディネーター）

ベジプラスレシピ
１品で70ｇ以上の野菜が摂れるおすすめベジプラスレシピ20品を紹介しています。
 https://miyagi-vegeplus.jp/

【材料（2人分 3本）】
◦ご飯 ………… 240g
◦合わせ酢（酢…15ｇ・砂糖…3ｇ・塩…0.6ｇ）
◦きゅうり …… 60ｇ
◦みずな ……… 30ｇ
◦サラダ菜 …… 15ｇ
◦レタス ……… 30ｇ
◦赤ピーマン … 30ｇ

◦黄ピーマン … 30ｇ
◦ほうれん草 … 60g
◦ロースハム … 54ｇ
◦海苔………… 1.5枚

【玉子焼き】
◦卵…50ｇ・砂糖…6g
◦サラダ油…6ｇ・めんつゆ…7.5ｇ

【作り方】
1　米と同量の水で炊いたご飯をボウルにあけて，合わせ酢をかけ，

切るように混ぜる。
2　ほうれん草はたっぷりのお湯で茹で、冷水にさらし、水分を切る。
3　ピーマンは、千切りにする。
4　海苔1/2枚を縦長に置き、向こう側１ｃｍ位あけて酢飯を均一に

伸ばす。
5　手前から具材を彩りよく並べ、くるくると巻く。

宮城県 保健福祉部 健康推進課／仙台市青葉区本町3-8-1　TEL:022-211-2637　FAX:022-211-2697　Email:kensui-s@pref.miyagi.lg.jp
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宮城県からのお知らせ

夏に旬を迎える枝豆を茹でて潰すだけ。
子どもも楽しいお手軽な郷土食。ずんだ団子

ZUNDA DANGO

作ってみよう

枝豆を指で潰しやすいよう
に、柔らかめに茹でます。

鞘から豆を取り出しま
す。この時、一緒に薄皮
も取り除くと、仕上がり
がなめらかになります。

ポリ袋に入れ、砂糖と豆腐を
好みで加えて指や綿棒で潰
します。お豆は冷えてくると
潰しにくくなるので、すり鉢や
ミキサーを使ってもＯＫ。

お団子や白玉団子に和えて
いただきます。

わんぱく
みやぎっ子の
夏計画

わんぱく
みやぎっ子の
夏計画

自然の中で大きくなろう！自然の中で大きくなろう！
〈特集〉〈特集〉

材料（1人分）
◦枝豆100ｇ
◦砂糖 大さじ1/２程度
◦豆腐 大さじ1/2程度

パンに挟んで食べるのもおすす
め。バニラアイスと一緒にミキ
サーにかけると、「ずんだシェイ
ク」に応用できますよ。

さらに！

完成！



管理棟内に水洗トイレ、休憩スペース、

ネイチャークラフトコーナーあり。

虫よけと水遊びの用意を忘れずに。
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C 深山山麓少年の森　菱沼の郷

1時間ほどかけて深山に登るなだらかな遊歩道は、沢があったり岩があったり
と変化に富んだ道のり。交流センターの前には遊具を備えたイベント広場や
BMXコースもあり、自転車や三輪車のレンタルも可能。

住 山元町山寺字新山85　 P 50台
時 9:00～17:00
休 月曜、年末年始
料 入館無料（BMXコース利用は有料）
問 山元町深山山麓少年の森　0223-37-3150

探検家気分でハイキング

夏の山に気軽に親しもう

センターには水洗トイレ、休憩スペースあり。

遊歩道は要所に東屋やベンチがあり、

途中までの散策も楽しい。
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山元町

水あそび
水洗トイレ、おむつ替えベットのほか、

売店、手打ちそばが味わえる茶屋がある。

サンシェード持参がおすすめ。
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F 材木岩公園

七ヶ宿ダムの下流に位置する、水と岩をテーマとした公園。清らかな水があ
ふれる噴水や親水路が整備され、深さも15㎝～40㎝ほどなので幼児でも安
全に水遊びが楽しめる。目の前に広がる国の天然記念物「材木岩」は圧巻！

住 白石市小原字上台 
P 78台
時 11:00～15:00
休 無休 ※「そば処なごみ茶屋」は水曜定休
料 入場無料
問 白石市都市整備課　0224-22-1325

大きな噴水や親水路があり

小さい子も安心して遊べる
白石市

A 宮城県こもれびの森　森林科学館

森林の仕組みや、昆虫、植物、小動物といった生き物のつながりをわかりやす
く学べる施設。水辺の生き物を観察できる湿性植物園、バーベキューができ
るデイキャンプ場、水遊びができる小川もある。　

住 栗原市花山草木沢角間10-7　 P 50台
時 9:00～16:30（10・11月は16:00まで）
休 4月1日から11月30日まで無休
　（12月から3月は冬季休館）
料 入館無料（12月～3月は冬季休館）
問 森林科学館管理事務所　0228-56-2330

こもれびの森でわんぱく全開

昆虫や水辺の生き物探しを体験

B 太白山自然観察の森

定期的に開催する自然観察会や草花遊びといったイベントのほか、数名程
度のガイドウォークも応相談（日曜以外は要事前予約）。夏の豊かな森には
発見がいっぱい。ルーペなどを持って探検に行こう。
住 仙台市太白区茂庭字生出森東36-63　 P 30台
時 9:00～16:30　※毎週日曜は申込不要のガイドウォークを実
施（10:00～11:30と13:30～15:00の２回）※直接センターに集合
休 月曜（休日の場合は翌日休）、祝翌日、年末年始（12/28～1/4）
料 入場無料
問 太白山自然観察の森 自然観察センター　022-244-6115

森に詳しいレンジャーが常駐

植物や昆虫・野鳥に出会おう

センター内に水洗トイレ、休憩場所あり。

サンダルは避けて歩きやすい服装で。

帽子や虫よけも持参しよう。
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栗原市

仙台市

D 小田の浜海水浴場

この春、気仙沼大島大橋が開通し、アクセスしやすくなった気仙沼大島にあ
る海水浴場。遠浅で波穏やかで、半円形のカーブを描く砂浜は、平成18年に
環境省選定「快水浴場百選」の特選（全国２位）に選ばれている。

営業期間 ７/20（土）～８/18（日）（予定）
住 気仙沼市中山
P 70台
休 無休
料 入場無料
問 気仙沼大島観光協会　0226-28-3000

ファミリーにぴったり

遠浅の美しいビーチ
気仙沼市

シャワー、トイレ、水道、

海の家など設備も充実！サンシェードや

レジャーシートを持参するのがおすすめ。
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E 三滝堂ふれあい公園

北上川の支流、大関川が園内を穏やかに流れ、小さい子どもも安心して遊べ
る。表情豊かな水辺は、沢遊びなど年齢に応じて楽しめるのが魅力。疲れた
ら木陰で涼んでリフレッシュしよう。

住 登米市東和町米谷字相川１-６ 
P 30台
時 常時
休 無休
料 入場無料
問 三滝堂ふれあい公園管理棟　0220-42-2882

天然の川で遊べる自然公園

デイキャンプにもおすすめ
登米市

ネイチャークラフト体験もできる

海や水辺の公園での
水あそび、昆虫や植物に
出会える森あそび、
体験学習ができる
施設など、子どもたちが
のびのび遊べる夏の
おすすめスポットをご紹介。
家族みんなで
素敵な思い出を作ろう！

自然の中で大きくなろう！

わんぱく
みやぎっ子の
夏計画
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森あそび

A
D

E

G

F

B
H

J

I

C

水洗トイレ、自動販売機、東屋、広場や

遊具もある。併設のキャンプ場には

炊事場、温水シャワー完備。

CH
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体験学習施設自由研究に
ぴったり！！
「作る・見る・味わう」といった体験を通して、
宮城の産業や文化を楽しく学べる施設をピックアップ。
普段はなかなかできないチャレンジや新発見の連続に、子どもも大人もワクワク！

わんぱく
みやぎっ子の
夏計画

まだまだ

あるよ!
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みやぎ子育て
支援パスポート

使ってみよう！

サービス内容や利用条件はお店が任意で設定できます。できることから宮

城の子育て家庭を応援してみませんか。詳細はWEBサイトをご覧ください。「みやぎっこ応援の店」募集中！

みやぎ子育て支援パスポート 検索

利用登録や使い方は
Webサイトをチェック

https://miya-pass.jp/

「みやぎ子育て支援パスポート」は子育てファミリーの強い味方！協賛店である
「みやぎっこ応援の店」が、授乳室やおむつ替えスペースの設置、割引やおま
けなど、さまざまなサービスで宮城の子育てをサポートしています。県内で18
歳以下のお子さんがいる方なら、WEBサイトで簡単な項目を入力するだけで
すぐに利用できます。お得に使って、宮城の子育てをもっと楽しみましょう。

のぼりと

ステッカーが

目印！！

ステッカー のぼり

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

住 仙台市若林区鶴代町6-65　 P 28台
時 9:30～18:00（体験は全て完全予約制）
休 不定休のため要問合せ
料 入館無料、笹かま手作り体験教室700円
　（小学3年生以下は保護者同伴）
問 鐘崎 笹かま館 022-238-7170

原料のすり身をこねる作業から成型、手焼きまで、
笹かまぼこ作りが体験できる教室が大人気。さら
には、ガイドと共にガラス越しに周る工場見学や、
笹かまの歴史がわかる展示な
ど、宮城が誇る笹かまぼこの魅
力を楽しく学べる。体験は全て
完全予約制だからゆったり。

J 鐘崎 笹かま館

住 塩竈市新浜町1-13-1南棟2F　 P 55台
時 7:00～17:00
休 水曜、年末年始
料 入場無料
問 塩竈市水産振興課
　022-781-7706

日本屈指のマグロ水揚げ量を誇る塩釜港。その迫
力満点のセリを、魚市場の2階通路から見学でき
る。他にもマグロの部位を学ぶパズルや魚介類の
原寸大模型、寿司屋のバーチャ
ル体験などで塩竈の海と漁業
を学習。場内には新鮮な海鮮が
味わえる食堂もある。

H 塩竈市魚市場おさかなミュージアム

住 大和町宮床字高山120　 P 20台
時 10:00～17:00
休 水曜（祝日の場合は翌日休）
料 観覧料：大人210円、小中高生110円、
　体験料：600円～1900円（予約がおすすめ）
問 百窯の里 七ツ森陶芸体験館 022-346-2377

大和町に伝わる台ヶ森焼を体験！手びねりで成
形し彩色するコースと、素焼きの器に絵付けする
コースがあり、体験時間は2時間ほど。どちらも丁
寧に指導してくれるので小さい
子どもも安心だ。穴窯、登り窯
など全国でも珍しい7つの窯が
あり、見学もできる。

I 百窯の里 七ツ森陶芸体験館

住 気仙沼市本吉町角柄15-4　 P 100台
時 3/20～11/30の9:30～16:00 
※上記以外でも予約をすれば体験できる
休 月曜、火曜 （休日の場合は翌日休）
料 入場無料、手作り体験各種（1週間前まで要予約）1,300円～
問 モーランド本吉 まきばのがっこう 0226-29-6208

太平洋を見晴らす牧場で牛、ポニー、ヤギ、ヒツ
ジ、ウサギとの触れあいや、バター、チーズ、アイス
クリーム、ソーセージ作りを体験できる。木製遊
具や全長123mのローラースラ
イダー、ウサギのお散歩、ネイ
チャーゲーム、手ぶらでBBQが
できるレストランも魅力。

Gモーランド本吉 まきばのがっこう

気仙沼市

塩竈市

大和町

仙台市

土日祝はポニー乗馬（300円）、ウサギのお散歩

（300円／15分）、夏はブルーベリー摘み（500円）も！
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セリが行われるのは朝8時から

30分間ほどなのでお見逃しなく。
CH

EC
K

すぐ近くの「七ツ森湖畔公園」は

水遊びスポットとしても人気
CH

EC
K

ミニチュアの仙台七夕飾りを作れる

コーナーもあり（予約制）
CH

EC
K

エリア／県内全域

http://www.hondacars-miyagichuo.co.jp/

➊毎月第1日曜日パスポート提示で、子ども服、子ども肌着、

ベビー服、育児用品、おもちゃ、文具、サイクル、手芸用品

など5％引き

➋赤ちゃんルーム、ひろびろトイレ設置

キッズスペース・授乳室を設置
ミルク用のお湯もご用意

エリア／県内全域

https://www.aeon.com/

全18店舗におもちゃや絵本のある明るい

キッズスペースを完備。個室の授乳室、お

むつ替えシートも設置されている。３つ

のサイズの紙おむつが用意されている点

や子どもへの飲み物のサービスなど細か

い配慮がうれしい。

授乳やおむつ交換ができる赤ちゃんルー

ム、キッズと一緒に入室できるひろびろト

イレを設置。店内専用のベビーカート、子

ども用の食器や椅子を備えたフードコー

トもあり、家族でゆっくり買い物や食事が

できる。

※写真はあすと長町店 ※写真はイオンスタイル仙台卸町

イオン各店

たくさんのお店が協賛しています！たくさんのお店が協賛しています！たくさんのお店が協賛しています！たくさんのお店が協賛しています！

サービス内容 サービス内容

宮城中央

世界に一つの陶器作り

マグロのセリを見学

乳製品の手作りに挑戦

自分で作る笹かまぼこに感動

酪農

伝統工芸

漁業

特産品



5 6

こども文学館えほんのひろば
「スズキコージ原画展」 7/13〈土〉〜 8/25〈日〉

仙台市

「エンソくん きしゃにのる」「やまのディスコ」をはじめ、奇想天外な作風で知られ
る絵本作家スズキコージ氏の貴重な原画に出会える展覧会。8/25は「文学館ま
つり」が催され、ワークショップや読み聞かせ、ヤギとのふれあいなどが楽しめる。

住 仙台文学館（仙台市青葉区北根2-7-1）
時 9:00～17:00　※8/25（日）「文学館まつり」は10:00～15:00
料 一般570円（常設展のみ460円）、高校生230円、小・中学生110円
休 月曜（休日の場合は翌日休）、第4木曜　 問 仙台文学館 022-271-3020

ダイナミックな原画を多数展示 最終日は「文学館まつり」も開催

南三陸福興市
 6/30〈日〉•7/27〈土〉•8/24〈土〉

南三陸町

南三陸の旬の味覚と町の元気に触れられる
毎月恒例の「福興市」。6月は「第91回銀ざけま
つり」を開催。7月は「第92回志津川湾夏まつ
り」、8月は「かがり火まつり」との共催となり多
彩なイベントや花火大会が繰り広げられる。
住 6/30・7/27：志津川仮説魚市場特設会場（南三

陸町志津川旭ケ浦8）
　 8/24：サンオーレそではま特設会場（南三陸町

志津川字袖浜）
時 6/30｜9:00～13:30　7/27｜12:00～21:00
　 8/24｜15:00～20:00
料 入場無料 
問 南三陸福興市実行委員会事務局
　 090-7077-2550

獲れたて新鮮な海の幸が勢ぞろい
7・８月は花火との共演も！

おおひら万葉まつり
８/24〈土〉 

大衡村 

多くの人に親しまれるレジャースポット「万葉
クリエートパーク」を舞台に開かれる、「万葉」
と「夏」をテーマにした夏まつり。たくさんの屋
台やステージイベントに加え、クライマックス
には華麗な花火が打ち上がる。 
住 万葉クリエートパーク
　（大衡村大衡字大日向地内） 
時 13：30～20：00（予定） 
料 入場無料 
問 大衡村役場 産業振興課 022-341-8514

自然の中で元気に遊びながら 
親子で夏まつりを満喫しよう 

東北歴史博物館　夏の体験教室
7/20〈土〉 〜8/31〈土〉の毎週土曜日

多賀城市

歴史や文化のおもしろさに触れる体験教
室。今年は「板状土偶づくり」や「地層のはぎ
とり体験」、「七夕かざり」、「古代の石帯づく
り」、「色ウルシのコースターづくり」、博物館
の原っぱでの「末期古墳づくり」を開催する。
住 東北歴史博物館（多賀城市高崎1-22-1）
時 13:30～15:00　予約受付は６/20（木）
　 8:30～下記のTEL、FAX、E-mailにて受付
対 小学生以上
問 東北歴史博物館情報サービス班
　 TEL:022-368-0106　FAX:022-368-0103
　 E-mail:thm-service@pref.miyagi.lg.jp

※各講座の料金、定員等の詳細はHPを参照 http://www.thm.pref.miyagi.jp/

歴史が身近になる教室を開催
夏休みの宿題にもぴったり！

海岸公園冒険広場仙台市

震災を経て7年ぶりに再開。子どもが「やって
みたいこと」を自由に実現できる「冒険遊び
場」、ふわふわドームやローラースライダーの
ある「大型遊具広場」のほか、幼児専用遊具
コーナーや、バーベキューや芋煮ができるデ
イキャンプサイトがある。

住 仙台市若林区井土字開発139-１
時 9:00～17:00
休 火曜（休日の場合は翌平日休）
問 022-289-6232

大型遊具や幼児専用遊具のほか
泥んこ遊びやBBQサイトも！

しろいしSunPark　おもしろいし市場白石市

「しろいしSunPark」にこの春オープン。地
場産の新鮮な農産物や加工品、特産品の
ほか、「竹鶏たまごの濃厚ソフトクリーム」

（350円）など限定グルメが勢ぞろい。隣接
の屋内遊び場「こじゅうろうキッズランド」も
合わせて楽しもう。

住 白石市福岡長袋八斗蒔20−１
時 9:00～18:00
休 無休（1/1～４は休）
問 0224-26-9778

新鮮な野菜や特産品など
白石の美味しいものを販売

おでかけしよう！宮城の注目スポット

人間は汗をかき、それを気化させて体温を調節しているのです
が、ムシムシ暑い日はうまく熱放散ができず、体内に熱がこもって
しまいます。そればかりか大量の汗により、塩分喪失や脱水症状
に陥ります。特に汗をかきやすい子どもは要注意。こまめに水分
を摂り、衣類や帽子をゆるめるなど、汗を蒸発させるように工夫
しましょう。うちわなどで扇ぐのも得策です。
熱中症の初期はぐったりする、大量の汗、頭痛、めまい、顔色が悪
いなどの症状で熱が出ないこともあります。ここで怖いのは、大し
たことはないと自己判断して放っておくと、どんどん症状が進んで
しまう危険があること。発熱、嘔吐、けいれんは命に関わることも
あります。すみやかに病院へ行きましょう。

実は子どもの汗腺は大人と同じ数。その上、皮膚が薄くて弱い乳
幼児は汗疹を発症しやすくなります。首、肘の裏側、膝の裏側、脚
の付け根やお尻など汗が乾きにくい場所や、おむつや洋服で締め
付けられるウエストなどは特に汗疹になりやすい場所です。
大量の汗をかいたらシャワーで流し、体を拭いて5分以内に保湿
剤を塗りましょう。しかし、石鹸で体を洗うのは1日1回。それ以上
だと肌が乾燥してしまいます。
また、患部を掻き壊すことで、ただれや化膿が一気に広がる「とび
ひ（伝染性膿痂疹）」にも要注意。爪を短く切って予防しましょう。

「とびひ」の原因となる黄色ブドウ球菌は鼻の粘膜にいるため、
鼻を触った手で患部に触れないようにしましょう。

血中カルシウム濃度を一定に保ち、丈夫な骨を作るビタミンＤ。
必要不可欠な栄養素ですが、人間が食事から吸収できるのはわ
ずか20％。残りの80％は紫外線を浴びることで生成しています。ビ
タミンＤ欠乏は骨粗しょう症やくる病、免疫力低下を招きます。育
ち盛りの子どもはもちろん、産後や母乳育児中のお母さんも紫外
線を浴びることは大切なのです。
1日30分で良いので太陽の光を浴びる時間を作ってみましょう。
普段は日に当たらないお腹や背中を日光浴するのも健康に良い
ものです。
とはいえ、真夏に長時間にわたって強い紫外線に当たるのは、火
傷を招く危険も。紫外線吸収剤を含まない「ノンケミカルタイプ」
の日焼け止めでケアしましょう。

5歳以下に多い夏風邪の一種「ヘルパンギーナ」は高熱と口内炎が
特徴です。熱は２、3日でおさまりますが、口内炎がしばらく続きます。
また、「プール熱（咽頭結膜炎）」は5日ほど高熱が続き、喉の腫れ、
目の充血が見られます。どちらも、口腔や喉の痛みで食欲不振に陥
りやすいので、刺激の少ない喉越しの良い食事を与えましょう。
ウィルスは便にも排出されます。家庭内での感染者のおむつ交
換・トイレ掃除は手袋を着用すること。タオルの使い回しは厳禁
です。ウィルスが流行している時期の水遊びは慎重に。外出先で
おむつ交換台やこどもトイレを利用した後は念入りに手洗いをし
ましょう。県のウェブサイトで感染情報をチェックしながら対策し
ましょう。

気温と湿度が高く風のない日、

締め切った空調設備のない室内、

蒸し暑い夜に気をつけよう。

こまめにシャワーを浴びて

常に肌を清潔に保ち、 保湿を。

とびひで重症化しないよう配慮を。

ビタミンＤを生成する紫外線は

子どもの発育に大切なので、

上手に付き合いましょう。

非常に感染力が強い夏風邪。

うがい ・手洗いを徹底し、

おむつやトイレにも注意を。

石巻市出身。仙台市立病院や東北大学病院にて
小児・新生児救急に従事。宮城県立こども病院
副院長を経て2008年クリニックを開院。モットー
は「寄り添う医療」。

堺 武男さん

今回の先生！
さかいたけお赤ちゃんこどもクリニック

一人ひとり違って、みんな愛
いと

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、乳児や小児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。

夏に注意したい病気や肌トラブル今回のテーマ 　

子育て・個育てヒント帖
この夏、宮城で開かれるおすすめイベントをピックアップ！

FAMILY EVENT

Ⓒスズキコージ

熱中症

汗
あ せ も

疹 日焼け

夏風邪


