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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。

みやぎウォーキングアプリ始めましたみやぎウォーキングアプリ始めましたみやぎウォーキングアプリ始めましたみやぎウォーキングアプリ始めました
～あと、1日、15分（1500歩）歩く～
　第2次みやぎ21健康プランの策定時点(平成25年）で1日
の目標歩数に約1500歩足りませんでした。アプリを使って、
気軽に楽しく、スマートなみやぎ健民を目指しましょう。

アプリを使うとこんないいコト！

みやぎのスマートアクション
「あと、1日、15分（1,500歩）歩く」
をサポート

みやぎのスマートアクション
「あと、1日、15分（1,500歩）歩く」
をサポート

健康イベント情報を発信！健康イベント情報を発信！

●キャラクターからの依頼を達成
●ウォーキングコースクリア
●歩数ランキング上位入賞

●問宮城県保健福祉部健康推進課　☎022(211)2624

「aruku&」を起動したら団体コードを入力し
て「みやぎウォーキングアプリ」に参加しよう！

※iOS9.0以降対応。iPhone5S以降対応（iPhone5C、iPadシリ
ーズを除く）
※Android5.0以降対応（ハードウェアステップカウンター搭載必
須。一部端末を除く）

aruku&aruku&
まずはまずは

を」「
ダウンロードしよう！

miyagiken

宮城県内の
ウォーキング
コースが
楽しめる！

宮城県内の
ウォーキング
コースが
楽しめる！

現在地から1,500歩
での到達範囲を地図
上に表示

円の外に出ると
1,500歩達成

宮城県内のどこ
かにランダムで出
現します！
あなたは全員見
つけられるかな？

セミナーやウォーキング
イベントなどの情報を随
時発信します

宮城オルレを始めとした各市町村の
コースを掲載。コースは随時追加！

歩数アップでインセンティブ歩数アップでインセンティブ 宮城県内のご当地キャラクターや
県内プロスポーツ団体の
キャラクターが登場！

宮城県内のご当地キャラクターや
県内プロスポーツ団体の
キャラクターが登場！

あ る く と

©宮城県・
旭プロダクション

みやぎウォーキングアプリ 検索詳しくはこちら
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宮城県からのお知らせ

どんな模様ができるかな？

いろんな野菜をペタペタしてみよう
蝶々さん

ひらひら

青虫さん

こんにちは

カタツムリさん

どこ行くの？

可愛いお花が

咲いたよ

ロマンティック！

満開のバラ

自由な発想でいろんな形に変身！ メッセージカードにしても素敵ですね。

レンコン ニンジンとオクラ ネギ ピーマンとセロリ チンゲンサイ

用意するもの
ヘタや根元などの料理で使
わない野菜の切れ端、スタ
ンプ台や絵の具、画用紙

地域みんなで！子育ておせっかい地域みんなで！子育ておせっかい

みやぎっこ応援隊みやぎっこ応援隊

 〈特集①〉 〈特集①〉

 〈特集②〉 〈特集②〉

子育て世代の防災・減災子育て世代の防災・減災



NPO法人 せんだい杜の子ども劇場仙台市・富谷市

「みやぎっこ応援隊」とは、“子育ておせっかいさん”として、子育てを支援する団体の皆さんです。
県内各地で地域に根差し、子どもたちと子育て中の家族のためにさまざまなサポートや
交流の場を設ける活動をしています。「みやぎっこ応援隊」の活動を一部ご紹介します。

子どものための芸術体験、子どもによる人形劇や
和太鼓ワークショップなど本物に触れる文化活
動を行い、子どもの豊かな成長を目指す団体で
す。異年齢が様々な体験を通して交流する場を
作り、子ども同士が認め合う心を育む活動を続
けています。子育てサロンや傾聴電話「パパママ
ライン」など子育て支援事業も行っています。

◦子育て中の悩みや不安な気持ちを聴く「パパママライン仙台」（傾聴電話）を実施。
　毎週金曜10:00～16:00　022-773-9140
◦子育て中のママたちがゆったりできる子育てサロン「杜の子サロン」を毎月1回開催。
◦仙台市榴岡児童館・新田児童館（指定管理事業）、富谷市成田小児童クラブ・成田東小児童クラブ
（受託事業）の運営。
◦親子で楽しめる芸術鑑賞を開催。
◦遊ばなくなったおもちゃを交換し合う「かえっこバザール」を開催。

主な活動

本部・問合せ先 ／ 仙台市泉区泉中央4-17-1　 ☎022-375-3548　http://senmori.org/

舞台芸術を大人も子ど
もも一緒に鑑賞

遊ばなくなったオモチャを交換し合う「かえっこバザール」

自ら触れて感じる実体験で

子どもたちの成長をサポートします！

本部・問合せ先 ／ 石巻市穀町1-24駅前山田ビル２階　☎0225-25-5286　https://www.tedic.jp/

石巻・仙台の学生ボランティアが活動中

石巻圏域の子ども・若者とその家族に寄り添い、
様 な々関係機関と連携してサポートを行います。
どんな相談もお受けする総合相談窓口、子ども
たちの夜の居場所となる「トワイライトスペース」、
不登校の子どもたちが通う「ほっとスペース石
巻」の運営を通じ、すべての子ども・若者が「自分
の人生を自分で生きる」地域社会を目指します。

主な活動

◦石巻圏域（石巻市、東松島市、女川町）の子ども・若者の相談に対応する「石巻圏域子ども・若者総
合相談センター」（宮城県委託）を運営。
◦不登校の子どもたちが通うフリースクール「ほっとスペース石巻」を運営。
◦子どもたちの夜の居場所「トワイライトスペース」（石巻市委託事業）を運営。
◦電話相談・予約専用ダイヤル　0120-255-820　メール相談・予約フォーム　https://www.tedic.jp/center
　火～土曜（第2・4火、祝日は除く）11:00～18:00

NPO法人　TEDIC石巻市

夜の居場所「トワイライト
スペース」

子ども・若者に寄り添い

ともに歩む団体です！

NPO法人 冒険あそび場-せんだい・みやぎネットワーク仙台市 他

子どもの自由なあそび場づくりに取り組んでい
る団体です。子どもたちが「やってみたいと思っ
たこと」を見守ったり一緒に考えてやってみる

「プレーリーダー」が、地域の方々や行政、他
団体と連携しながら様々な場所で活動してい
ます。子どもたちが自由な発想で自発的に遊ぶ
ことで、自ら生きる力を育んでいきます。

主な活動

◦海岸公園冒険広場を運営（指定管理者）。子どもたちを見守るプレーリーダーが常駐。
　仙台市若林区井土字開発139-1　9:00～17:00　火曜休（祝日の場合は翌日休）　022-289-6232
◦七郷中央公園冒険あそび場を運営。
　仙台市若林区蒲町東11-1　
　毎週水曜10:00～17:00　070-6492-6232
◦遊び道具を積んだプレーカーによる巡回遊び場を各所で開催。最新情報はHPを。
◦仙台市子育てふれあいプラザ「のびすく若林」を運営（指定管理者）。
　週3日プレーリーダーがいます。　9:00～17:00　月曜休　022-282-1516

本部・問合せ先 ／ 仙台市青葉区国分町3-8-17日東ハイツ405　TEL022-264-0667　http://www.bouken-asobiba-net.com/

海岸公園冒険広場で遊
ぶ子どもたち

身近な公園・校庭等でも遊び場を開催している

子どもの「やってみたい」を応援する

自由なあそび場をつくっています！

石巻エリアのママたちの夢や自立を支援するコ
ミュニティスペース「バタフライ」を運営。つまみ
細工や子育て相談、楽健法といったワークショッ
プや地域ボランティアと一緒に開催する「ママ子
ども食堂」を開催しています。子育て女性就職支
援拠点事業として人材育成や創業支援、チャレ
ンジショップの運営などにも力を注いでいます。

主な活動

◦コミュニティスペース「バタフライ」の運営。　月～金曜10:00～16:00
◦「やっぺす！ママ子ども食堂」を開催。ランチの部では子育て相談会も実施。
　第3金曜10:00～13:00　第4水曜17:30～19:00
◦親子で楽しめる多彩なイベント、ワークショップを開催。
◦石巻のママたちの社会参画機会や収入機会の創出のため、企業と協力して在宅でできる仕事「おう

ちしごと」を提供。

本部・問合せ先 ／ 石巻市開北3-1-8　☎0225-23-8588　https://www.yappesu.jp/

NPO法人 石巻復興支援ネットワーク　やっぺす！石巻市 他

ヨガやワークショップなど親子向けイベントを開催

毎月定期開催する
「ママこども食堂」

自分で自分を幸せにして

“私らしく生きる”街をつくります！

「困難を抱えた子どもたちが、多様な関係の中で
はぐくまれ、見守られる社会」を目指し、県内の36
拠点で相談や学習支援、体験プログラムといっ
た「放課後まなびサポート」、小学生～20歳程度
対象のフリースクール等を運営しています。自
治体も含めたさまざまな組織と力を合わせて問
題に挑み、ボランティアも随時募集しています。

◦勉強だけでなく社会で必要なことをいろいろな大人に相談できる「放課後まなびサポート」を県内
36ヵ所で運営。

◦学校以外の居場所としてフリースクール「ふれあい広場サテライト」を運営。
　火～金曜（祝日休）9:30～16:00　仙台駅東口、泉中央、長町の３ヵ所
◦学習支援付の「多賀城子ども食堂」を月２回金曜に開催。食事を通して交流できるアットホームな

居場所を提供。
◦０～５歳児を対象とした「アスイク保育園宮城野駅前」を運営。

主な活動

本部・問合せ先 ／ 仙台市宮城野区榴岡4-5-2 大野第2ビル 2階　☎022-781-5576　https://asuiku.org/

NPO法人 アスイク県内全域

東日本大震災をきっかけ
に誕生した団体

学習支援付きの「多賀城子ども食堂」

子どもたちが生きやすい

社会づくりを支援します！

©宮城県・旭プロダクション
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地域みんなで!子育ておせっかい

宮城県保健福祉部子育て社会推進室　企画推進班
Tel：022-211-2528  Fax：022-211-2591
メールアドレス　kosodates@pref.miyagi.lg.jp

問合せ先
このほかにも、たくさんの素敵な応援隊が活躍しています。

「みやぎっこ応援隊」への登録も募集中！　詳しくはHPをチェック！
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kosodate/itiran.html

みやぎっこ応援隊みやぎっこ応援隊



買い足す 食べる

備える

レトルト
カレー

東日本大震災から9年が経ちました。
「もしも」に備え、家庭でできることを改めて考えましょう。

災害時の避難所での生活は子どもたちへの負担も大きくなります。
災害時に自宅で居住の継続ができるようであれば、自宅に留まって生活できるように、日頃から備えをしておきましょう。

１週間分を目安に
◦最初の３日分は調理不要のものを
用意しましょう。

◦飲料水は1人１日３リットルが目安です。

どのくらい？

非常持ち出し品の優先順位は、家庭によってさまざまですよね。避難や避難生活に役立つものに加え、
子どものためのものも、各家庭で「何が必要か」を考えて用意しましょう。

自宅エリアのハザードマップは必ず確認しましょう！「もしものとき」に取るべき行動が変わってきます。

ローリングストック
（循環備蓄）を心がけよう
一週間分の備蓄を確保しながら普段
の生活の中で消費し、量や食べ方を確
認。使ったものは買い足すようにします。

食べ慣れたもの・使い慣れたもの
東日本大震災の際は、栄養バランスの偏りで便秘や口内炎になる子ども
が多くみられました。保存食は味が濃い商品も多いので、子どもに必要な
栄養素や味付けに注目して備蓄しましょう。
◦お米、レトルトご飯、アルファ化米、乾麺などの主食
◦タンパク質を多く含むレトルト食品
◦食物繊維、ビタミンが摂れる野菜・海藻の乾物
◦常温で日持ちする根菜や果物類
◦子どもの不安を和らげるキッズ向けのレトルト食品やお菓子
◦水煮の缶詰（大豆、ひじき、トマト）、高野豆腐や麩など家庭の味に調理
しやすい食材
◦お湯を注ぐだけで調理できるインスタント食品
◦離乳食は賞味期限の長い瓶詰めがおすすめ
◦ガスボンベ、ラップ、アルミホイル、ポリ袋などの調理用品や使い捨て食器

どんなものを？

◆家族の約束を話し合う
　避難場所を決める、子どもの迎えの担当、外出先での判断　など
◆連絡方法を話し合う
　安否確認方法、連絡拠点先、確認する時間を決める、子どもに公衆電話の使い方を
教える　など

◆子どもと一緒に考える
　学校や習い事先から自宅までの経路の確認、避難時の持ち出し袋のチェック　など　

ペットボトルじょうろ

懐中電灯ランタン

乾パンバナナヨーグルトアルファ化米のおやき

【材料】
◦フタ付のペットボトル… ……… 500ml　1本
◦テープ………………………… 少量
◦紐…………………………… 60㎝程度
◦目打ちやキリなど、穴を開ける道具

【材料】
◦懐中電灯　◦空の牛乳パック… …1ℓ1個　
◦白いレジ袋…………………………1枚

【材料】
◦アルファ化米（白米）… ………1袋
◦たまご…………………………2個
◦インスタントのわかめスープ……1人分

◦サラダ油………………………少量
◦お湯または水（パッケージに記載の
量）

◦お好みでネギ、ゴマ、かつお節など

【材料】
◦乾パン………………………………10粒程度
◦バナナ………………………………1本
◦ヨーグルト…………………………1カップ

【作り方】
①ペットボトルのフタに10個ほど穴を空ける。水の通り道になります。
②ペットボトル本体の肩の部分に左右2
か所、空気抜きの穴を空ける。

③ぶら下げて使うための紐をテープで本
体に固定する。

④中に水を入れ、フタを閉めて完成。

水の重みでペットボトルが下向きで固定さ
れ、安定します。紐を蛇口にぶら下げて使
うと便利です。

【作り方】
①牛乳パックから注ぎ口部分を切り取る。
②4つの角を半分ほどのところまで切りひらく。
③底に①で切り取った注ぎ口部分をはめ込む。
④懐中電灯を中に入れ、上向きに立つように　
固定させる。

⑤上からレジ袋をかぶせて完成。

自宅の懐中電灯のサイズに合わせて牛乳パック
の切り込みの深さを工夫しましょう。

ビニール袋おしぼり
【材料】
◦おしぼり（ガーゼや手ぬぐいがおすすめ）……1枚
◦ジッパー付き保存袋… ……………………小さいサイズ1枚
◦水…………………………………………少量

【作り方】
①…ジッパー付き保存袋におしぼりを入れる。
②…おしぼりが浸る程度の水を注ぎ入れる。
③…おしぼりを保存袋の口の方に移動さ
せ、空気を抜きながら水をしぼる。

水を節約しておしぼりが作れます。災害時
は薄手で乾きやすいガーゼや手ぬぐいが
便利です。

【作り方】
①アルファ化米にわかめスープを入れ、
パッケージに記載してある量のお湯ま
たは水を注ぐ。
②①に溶きたまごを混ぜる。お好みで
刻みネギやゴマ、かつお節を加える。
③熱したフライパンに油をひき、両面をこ
んがりと焼いて完成。

水分量を多くすると離乳食になります。

【作り方】
①乾パンをポリ袋に入れて軽く砕く。
②①に切ったバナナとヨーグルトを加えて
ざっくりと混ぜて完成。

バナナのストックがない場合は、ジャムや
フルーツ缶詰と合わせても美味しいです。

一児の母として現在子育て真っ最中。
ママ目線での実践的な防災・減災講
座やワークショップの講師として活躍
中。防災士会みやぎ会員、日本防災
士会会員、せんだい女性防災リーダー
ネットワーク、宮城県防災指導員…他。

防災士　佐藤美嶺さん

3. 子どもが喜ぶサバ飯レシピ

子育て世代の防災・減災

「もしものとき」の持ち出しバッグ

【例えばこんなもの】水（500mlを人数分）／乾パン、クラッ
カーなどすぐに食べれるもの／常備薬／懐中電灯／ラジオ／
電池／電源不要の携帯電話充電器／ホイッスル／ウェット
ティッシュや除菌シート／小銭と千円札／軍手／ラップ／ス
プーンや箸／万能ナイフ／ビニール袋／防寒シート／カイロ
／生理用品／タオルやガーゼ／ミルクやレトルトの離乳食／
おむつ／おしりふき／抱っこ紐／お気に入りのおもちゃ（音が
出ないもの）

両手が空くリュックがおすすめ！1日分を目安に常
備しましょう。中身はビニール袋に入れて防水し、子
どもを抱っこして背負える重さにまとめましょう。

いつものバッグに「非常グッズ」を常備
防水素材の小さなポーチに入れて常に持ち歩きます。少量
ずつで良いのでコンパクトにまとめるのがコツ。
【例えばこんなもの】常備薬／マスク／除菌グッズ／カイロ／絆創膏／
折りたたみコップ／小銭／ソーイングセット／輪ゴム／など

子どもに持たせよう！　パーソナルカード
「もしも」の時に必要な情報を記載したカードを、水に塗れて
も大丈夫なケースにいれて非常時に使うバッグに入れてお
きましょう。一緒に家族写真も入れておくと、迷子になった
場合に有効です。

教えてくれた人

ダンボールで簡易トイレ
【材料】
◦ダンボール… …………………………便座の大きさが2枚取れるサイズ
◦家庭で使っているごみ箱やバケツ… …便器の土台として使えるサイズ1個
◦黒いポリ袋…………………………… 45ℓぐらい1枚
◦ガムテープ… …………………………少々
◦ハサミやカッター

【作り方】
①…ダンボールを便座の形状に切る。1枚だと弱い
ので、2枚重ねて強化する。

※丸く切り抜くのが大変な時は、長方形でも良
い。

②…ゴミ箱やバケツなど、便器の土台となるものを
黒いポリ袋で覆う。

③…②の上に①をセットしてガムテープで固定して完成。

便座部分をビニールシートなどでカバーするとより
衛生的に使えます。

足りてる？足りてない？ 我が家の食料備蓄をチェック1

「もしものとき」の持ち出し品を用意しよう2

家族でやろう「減災ミーティング」3

避難時は…

どこに・どう置く？
◦家の中で２か所くらいに分けてストッ
クしましょう。

◦種類別ではなく、賞味期限別に分け
て備蓄することで無駄なくローリング
ストックができます。

水水 カンパン
薬

パーソナルカードの内容
◦名前、住所、生年月日
◦家族の名前、連絡先や写真
◦血液型、アレルギー、持病
◦保険証のコピー
◦母子健康手帳のコピー
◦お薬手帳のコピー

◦長袖長ズボン、雨の場合でも運動靴※を履き安全な服装で
◦赤ちゃんは目が届く前抱っこで。ベビーカーは危険なので使わない
◦歩ける子どもはリュックで自分の持ち物を背負わせ、手を繋いで離さない

子どもの不安を和らげるのは、パパ・ママの笑顔です！

「もしものとき」のヒント帖
ママ防災士 佐藤美嶺さんに聞く！

【サバ飯】災害時などに保存食を利用して作る「サバイバル飯」のこと

1. 水が足りない時の知恵 災害時は普段以上に
衛生面に気を配りましょう

ローリングストックの手段として、普段から家庭で調理しておくと、

いざという時に「食べなれた味」としていただけます

2. 身近なもので作ってみよう ちょっとした機転で

非常時を乗り切ろう

※長靴は歩きにくく、特に雨の場合に水位が上がって中に水が入ると危険なため、避難時にタブーとされています。

空気抜きの穴

3 4
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花のフェスティバル2020
４/1１〈土〉～５/６〈水・祝〉

わくや桜まつり・東北輓
ば ん

馬
ば

競技大会
４/６〈月〉～4/29〈水・祝〉 ※ライトアップ期間は未定

川崎町涌谷町

花盛りの美しい園内で、
家族向けイベントが充実！ 

城山公園と江合川堤防にソメイヨシノやしだ
れ桜、山桜が咲き誇り、夜間はライトアップが
行われる。4月19日（日）には恒例の「東北輓馬
競技大会」が開催され、階級ごとに違う荷重を
乗せた馬が全長120mのコースで大迫力のタ
イムレースを繰り広げる。
会 城山公園（涌谷町涌谷字下町3-2）
時 9:00～17:00
※東北輓馬競技大会　4月19日（日）9:00～
　江合川河川敷下特設会場
料 入場無料
問 涌谷町まちづくり推進課
0229-43-2119
http://www.town.wakuya.miyagi.jp/sangyo/kanko/

約500本もの満開の桜と、
勇壮な輓馬競技大会は圧巻

雪化粧の蔵王を望む園内に、約千本の桜や
10万本のチューリップ、シバザクラなどが咲き
誇り、土日祝を中心にクラフト体験やのりもの
イベント、ミニコンサート等の家族向けイベン
トを開催。ふるさと村でこの春再開する「昔遊
び体験」「みちのく民話がたり」もぜひ。
会 国営みちのく杜の湖畔公園
　（川崎町大字小野二本松53-9）
時 9:30～17:00
料 入園料：大人450円、65歳以上210円、中学生以

下無料　駐車場：普通車320円
休 火曜(祝日の場合は翌水曜)※本イベント期間中は無休
問 みちのく公園管理センター　0224-84-5991
https://michinoku-park.info/

第５０回 仙台子どもまつり
５/24〈日〉

仙台市

「遊び体験」を通して子どもたちの成長を願
うイベント。緑の広場に20を超える個人・団
体と多くのボランティアの手により、手づくり
体験、人形劇、紙芝居、折り紙、大きなシャ
ボン玉、新聞やダンボール遊び、腹話術な
どバラエティ豊かなコーナーが勢ぞろい。
会 三神峯公園（仙台市太白区三神峯1-15）
時 10:00～15:00
料 入場無料
問 仙台子どもまつり実行委員会
022-262-5102
※雨天時は5月31日（日）に延期

今年で50回目！市民による
子どものための手作りイベント

※各イベントについては、内容変更・開催中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

こどもパレットタウン2020
4/29〈水･祝〉

こどもパレットタウンは
店員もお客もこどもだけ！

大崎市

小・中学生、高校生の子どもボランティアを中
心に商品の企画から準備、出店、販売までを運
営する「こどもが主役のまち」。プラネタリウム機
械操作や天体観察、病院、消防士、パソコンで
のオリジナル名刺制作など全館を使ったさま
ざまな体験ができる。
会 大崎生涯学習センターパレットおおさき
　（大崎市古川穂波3-4-20）
時 9:30～14:00　 料 入場無料
問 大崎生涯学習センターパレットおおさき
0229-91-8611
http://www.palette.furukawa.miyagi.jp/index.html

白浜ビーチパーク石巻市

昨春誕生した「白浜ビーチパーク」が、冬季
休園を経て4月1日より再オープン。海辺の
テラスやバーベキューができる炊事場があ
り、海を望みながらのんびり過ごせる。イベン
ト盛りだくさんの「ビーチパーク・デー」（毎
月第4日曜）や地引網体験（要予約）も人気。
住 石巻市北上町十三浜白浜
営 4月1日～11月30日（冬季期間休園）
時 8:00～日没まで　 休 無休
料 入場無料
問 石巻市北上総合支所　0225-67-2111
https://www.shirahama-beach.com/

（バーベキューの届出、地引網の申込みは北上観光物産交流センター　0225-98-9861）

波穏やかなビーチを目前に
デイキャンプを楽しもう

大倉ふるさとセンター仙台市

自然豊かな敷地に江戸後期の古民家があ
り、自由に見学できる。土日は農業や伝統行
事、自然遊びなど多彩なイベントがあるので
HPをチェックしよう。キャンプサイトでは通年
で日帰りキャンプができ、用具レンタルも充
実。シャワーや多目的トイレ完備なのも安心。
住 仙台市青葉区大倉字若林14-2
時 9:00～18:00

〈キャンプサイト〉
4月～10月  9:00～18:00、18:00～9:00
11月～3月  9:00～18:00
休 4月～10月は第3水曜、11月～3月は毎週水曜
料 入場無料、キャンプサイトは1区画1区分510円
問 大倉ふるさとセンター　022-391-2060　http://www.greenlife.or.jp/

里山体験＆キャンプができる
仙台市の社会教育施設

おでかけしよう！宮城の注目スポット

この春、宮城で開かれるおすすめイベントをピックアップ！

FAMILY EVENT
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

https://www.rikyu-gyutan.co.jp/

◦カフェレストラン「HASEKURAカカオ亭」で１会計につき税
抜1,500円以上のお客様に、東北逸品マーケット「ハセコ
レ」でのお会計100円OFF券プレゼント

◦東北逸品マーケット「ハセコレ」で1会計につき税抜1,500円
以上のお客様に、テイクアウトコーナーにて「カカオのあげ
ぱん」1個プレゼント

パスポート提示で
18歳以下のお子様に
ソフトドリンクサービス

住 川崎町支倉塩沢9　 電 0224-51-9131
営 10:00～17:00
休 水・木曜
https://www.ire-hasekura.com/

牛たん発祥の地、仙台の本場炭
火焼の味にこだわる名店。厳しい
目で選んだ上質の肉を1枚1枚丁
寧にスライスし独自の技で仕込
み、伝統の味を守っています。県
内全域に30店舗があり、子ども用
いす、お子様メニューもあり。

廃校になった小学校を利活用し
た商業施設。カフェ・レストランに
加えて、地元産の採れたて新鮮
野菜なども販売する直売所と東
北の逸品を集めたマーケット「ハ
セコレ」も併設。食事だけでなく
ショッピングも楽しめて便利です。

イーレ！はせくら王国牛たん炭焼利久

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！

特典内容 特典内容


