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健康
ガイド
保健・医療・福祉・相談

Health is property

問 子ども家庭課親子保健係

　小中学生を対象とした食育アンケートの結果、朝ごはんを食べ
ない理由で１番多い回答は「食べる時間がない」でした。一方、朝
ごはんを毎日食べている児童や生徒からは、「起床から登校まで
の時間が約１時間以上ある」回答が多くありました。起床から登
校までの時間が短いと、食欲が出ずに朝ごはんを食べられない
傾向があります。遅くても登校する１時間前には必ず起きるように
家族で協力しましょう。忙しくても簡単にできる朝ごはんの工夫
を紹介します。休日には子どもと一緒に作り、一緒に食べる習慣
を付けることもできます。
【ごはん編】
ご飯にとろけるチーズをのせ電子レンジでチン！
　シラスや干しエビ、鶏そぼろ、コーンなどをのせると栄養価
がアップします。
【パン編】
食パンに市販のポテトサラダやきんぴらをのせ、チーズやマヨ
ネーズをトッピング。軽くトースターで焼いたら、簡単で美味し
いオープンサンドの出来上がり！
　時間がある時は、もうひと手間かけて野菜(ブロッコリーやア
ボカドなど)をのせると、さらに栄養価がアップします。
問 健康長寿課保健予防係
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朝ごはん活用術！
～番外編「朝ごはん、食べる時間ありますか？」～

〖働きかけのポイント〗

〇あいさつ　
　赤ちゃんの反応が少ない時期でも「おはよう」「おやす 
み」など言葉がけをしましょう。
〇赤ちゃんのお世話とセットで声がけ　
　「オムツ替えようね」「ごはん食べようね」など、お世話
に合わせた声がけに加え、「気持ちいいね」「おいしいね」
など、赤ちゃんの気持ちを代弁するような言葉がけも添
えましょう。
〇子どもの感情・興味・動きに合わせて話しかける　
　笑ったり近寄ったりしてきたときに「〇〇ちゃん楽し
いね」「抱っこかな？」などと話しかけたり、子どもが興
味を持って見た物、指を差した物の名前や特徴を伝え、
共有しましょう。
〇絵本の読み聞かせ　
　どんなことを話しかければよいか分からなかったり、
話しかけるのが照れくさい場合は、読み聞かせも有効で
す。
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　見えない・見えにくい人のためのiPhoneアプリを
紹介します。音声での操作方法や便利な機能につい
て、一緒に体験してみませんか？
■日時　１月24日㊋13:00～15:30
■場所　市役所６階
■内容　講話「iPhoneを使ってみよう！」、福祉用具
　　　　など体験、懇談会
■対象　視覚に障害のある人(手帳の有無は問いま
　　　　せん)、家族、支援者など　
■費用　無料（申込不要）
問 宮城県視覚障害者情報センター   ☎︎ 234-4047

くらし

すこやかに

100 歳おめでとうございます

千葉　キヱ子さん　1922（大正11)年12月10日生まれ

　ますますのご長寿をお祈りします。

視覚障害者情報交流会

　子どもの言葉の発達は個人
差が大きく、言葉の早い子や
ゆっくりな子などさまざまで
す。言葉の発達には、「聞き分
ける力」「意味の理解」「発声機
能」「話したい意欲」などが関係
します。また、言葉を促すよ
うな働きかけや環境を整えて
あげることも重要です。

親と子の健康

～ことばの発達～
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■宮城県子ども夜間安心コール　

相談時間　毎日19:00〜翌朝8:00
・ #8000（プッシュ回線の固定電話、 携帯電話）
・☎212-9390（プッシュ回線以外の固定電話、 PHS）

■宮城県おとな救急電話相談
相談時間　平日19:00〜翌朝8:00　㊏14:00〜翌朝8:00
　　　　　　　㊐㊗ 8:00〜翌朝 8:00（24時間）

・ #7119（プッシュ回線の固定電話、 携帯電話）
・☎706-7119（プッシュ回線以外の固定電話、 PHS）
＊相談と助言をします。 緊急時は119番に電話してください。

■内科・小児科
塩釜地区休日急患診療センター　塩釜医師会館1階（塩釜市錦町7-10）

☎366-0630
受付時間　㊏18:30〜21:30（小児科のみ診療）
　　　　　　　㊐㊗8:45〜11:30、 13:00〜16:30

高齢者相談
［日時］平日8:30〜17:15［内容］介護保険、高齢者介護、
成年後見、虐待など［窓口］各地域包括支援センター

（西部地区）☎309-3950（中央地区）☎368-6350（東
部地区）☎363-4055 問介護・障害福祉課

成人健康相談（予約制） ［日時］13㊎9:00〜11:15［場所］201会議室
［内容］健康づくりや生活習慣病の予防 問健康長寿課 

たがじょう子育てほっとライン ［内容］妊娠、出産、子育てに関する不安や悩み　
問子育て世代包括支援センター☎368-1021

基幹保育所・子育て相談 ［日時］9:30〜16:00（㊐㊗除く）［内容］育児に関する悩み 
問志引保育所☎368-9887、桜木保育所☎794-7253

子育てコンシェルジュ
なんでも相談（予約制）

［日程］16、23、30、2/6㊊［対象］未就学児の養育者
問すくっぴーひろば☎355-7085

児童・生徒の不登校・
悩み相談

面接相談[日時]毎週㊋（㊗除く）10:00〜15:00 
電話相談[日時]平日10:00〜16:00
問生涯学習課内青少年育成センター☎368-2457

女性の相談
［日時］14㊏、29、2/5㊐9:00 〜 17:00 
［対象］DVやストーカー被害の女性 
問多賀城交番☎362-1934

障害者（児）相談 ［日時］平日8:30〜17:15［内容］訪問介護、施設への入所・
通所、就労支援など 問相談支援事業所けやき☎362-7872

障害児相談 ［日時］平日8:30〜17:15［内容］子どもの発達など
問児童発達支援センター太陽の家☎365-2861

各種検査など
（予約制・匿名可）

［日時］18、2/1㊌9:00〜11:30［場所］塩釜保健所
［内容］検査（HIV抗体、クラミジア抗体、梅毒抗体、肝炎
ウイルス）、骨髄バンク登録 問塩釜保健所☎363-5504

ど も の 健 康

月の相談

●訪問歯科診療の相談窓口

 問 塩釜歯科医師会　口腔保健センター
 ☎︎361-1870
　病気や障害のため歯科医院に通院
できない人への訪問歯科診療の申し込み
の相談窓口です。
受付時間／平日9:00～16:00

 訪問して買取りする業者との

トラブルを防ぐには

　「いらない洋服一着だけでもいいです。」
などと電話が来ます。その後、業者が来て
「貴金属はないですか」などとしつこく勧
誘される場合があります。
　大事なものを買い取られないように、
売るつもりのない貴金属を見せたりしな
いようにしましょう。
　「訪問購入」にはルールがありますので、
売却した場合には、必ず契約書面の交付
を受けましょう。書面を受けた日を含め
て８日間はクーリングオフができます。

●消費生活情報
 問 市民相談室

●相談窓口

 ▼[場所]市役所２階市民相談室
 問 地域コミュニティ課

■歯科　     

受付時間　㊐㊗9:00〜15:00　＊当番医が変更になる場合があります

月 日 医療機関名 所在地 電話番号

1 1 引地歯科医院 塩釜市藤倉2-3-11 367-1774

1 2 杉山歯科医院 多賀城市大代5-2-1 364-6478

1 3 こう歯科クリニック 多賀城市下馬2-8-5 362-5213

1 8 吉田歯科医院 利府町中央3-2-2 356-2548

1 9 ササキ歯科クリニック 塩釜市錦町7-6 365-7721

1 15 杉の入歯科医院 塩釜市杉の入3-2-1 362-0182

1 22 渋井歯科医院 塩釜市宮町4-9 362-0637

1 29 誠寿歯科医院 多賀城市高橋2-19-20 368-5588

2 5 そうま歯科医院 利府町青山3-40-3 356-1484

休日の診療  ＊事前に電話で確認してください

[場所]母子健康センター
問 子ども家庭課親子保健係

相談方法など詳しくは、各窓口に問い合わせてください1

こ

1歳児come☆かむ広場
（予約制）

［日程］27㊎ ［対象］令和3年11月29日〜令和4年1月6日生
［場所］子育てサポートセンター

3 〜 4か月児健康診査 ［日程］5㊍、17㊋ ［対象］令和4年8月31日〜9月29日生　
1歳6か月児健康診査 ［日程］11㊌、20㊎ ［対象］令和3年6月9日〜7月14日生

2歳6か月児歯科健康診査 ［日程］13㊎、25㊌ ［対象］令和2年6月6日〜7月12日生
3歳児健康診査 ［日程］6㊎、26㊍ ［対象］令和1年6月24日〜7月17日生

母子健康手帳の交付 
（予約制）

［日程］4㊌、10㊋、16、23、30、2/6㊊（時間は要相談）
［持ち物］妊娠届、個人番号カードまたは個人番号確認書類（通
知カードなど）と本人確認書類、筆記用具

ことばの相談（予約制）［日程］18㊌（時間は要相談）
乳幼児健康相談（予約制）［日程］23㊊（時間は要相談）

BCG接種（予約不要）［日程］16㊊  ［受付］9:30〜10:00
［持ち物］母子健康手帳、予診票、体温計、筆記用具

＊健康診査の対象者には個別通知します。人数調整などのため「年間カレンダー」掲載の
対象生年月日と異なることがあります。

消費生活相談・
市民相談

［日時]平日8:30〜17:00
＊窓口が混み合うため、
事前に電話してから来て
ください。

差 別、 虐 待 な
どの人権相談

［日時]16㊊①10:00〜
12:00②13:00〜15:00
＊12㊍までに要予約

行政機関など
への意見･要望
に関する相談

［日時]10㊋①10:00〜
12:00②13:00〜15:00

弁護士による
無料法律相談

［日時]18㊌①11:00〜
12:00②13:00〜16:00
＊前日まで要予約
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■宮城県子ども夜間安心コール　

相談時間　毎日19:00〜翌朝8:00
・ #8000（プッシュ回線の固定電話、 携帯電話）
・☎212-9390（プッシュ回線以外の固定電話、 PHS）

■宮城県おとな救急電話相談
相談時間　平日19:00〜翌朝8:00　㊏14:00〜翌朝8:00
　　　　　　　㊐㊗ 8:00〜翌朝 8:00（24時間）

・ #7119（プッシュ回線の固定電話、 携帯電話）
・☎706-7119（プッシュ回線以外の固定電話、 PHS）
＊相談と助言をします。 緊急時は119番に電話してください。

■内科・小児科
塩釜地区休日急患診療センター　塩釜医師会館1階（塩釜市錦町7-10）

☎366-0630
受付時間　㊏18:30〜21:30（小児科のみ診療）
　　　　　　　㊐㊗8:45〜11:30、 13:00〜16:30

高齢者相談
［日時］平日8:30〜17:15［内容］介護保険、高齢者介護、
成年後見、虐待など［窓口］各地域包括支援センター

（西部地区）☎309-3950（中央地区）☎368-6350（東
部地区）☎363-4055 問介護・障害福祉課

成人健康相談（予約制） ［日時］13㊎9:00〜11:15［場所］201会議室
［内容］健康づくりや生活習慣病の予防 問健康長寿課 

たがじょう子育てほっとライン ［内容］妊娠、出産、子育てに関する不安や悩み　
問子育て世代包括支援センター☎368-1021

基幹保育所・子育て相談 ［日時］9:30〜16:00（㊐㊗除く）［内容］育児に関する悩み 
問志引保育所☎368-9887、桜木保育所☎794-7253

子育てコンシェルジュ
なんでも相談（予約制）

［日程］16、23、30、2/6㊊［対象］未就学児の養育者
問すくっぴーひろば☎355-7085

児童・生徒の不登校・
悩み相談

面接相談[日時]毎週㊋（㊗除く）10:00〜15:00 
電話相談[日時]平日10:00〜16:00
問生涯学習課内青少年育成センター☎368-2457

女性の相談
［日時］14㊏、29、2/5㊐9:00 〜 17:00 
［対象］DVやストーカー被害の女性 
問多賀城交番☎362-1934

障害者（児）相談 ［日時］平日8:30〜17:15［内容］訪問介護、施設への入所・
通所、就労支援など 問相談支援事業所けやき☎362-7872

障害児相談 ［日時］平日8:30〜17:15［内容］子どもの発達など
問児童発達支援センター太陽の家☎365-2861

各種検査など
（予約制・匿名可）

［日時］18、2/1㊌9:00〜11:30［場所］塩釜保健所
［内容］検査（HIV抗体、クラミジア抗体、梅毒抗体、肝炎
ウイルス）、骨髄バンク登録 問塩釜保健所☎363-5504

ど も の 健 康

月の相談

●訪問歯科診療の相談窓口

 問 塩釜歯科医師会　口腔保健センター
 ☎︎361-1870
　病気や障害のため歯科医院に通院
できない人への訪問歯科診療の申し込み
の相談窓口です。
受付時間／平日9:00～16:00

 訪問して買取りする業者との

トラブルを防ぐには

　「いらない洋服一着だけでもいいです。」
などと電話が来ます。その後、業者が来て
「貴金属はないですか」などとしつこく勧
誘される場合があります。
　大事なものを買い取られないように、
売るつもりのない貴金属を見せたりしな
いようにしましょう。
　「訪問購入」にはルールがありますので、
売却した場合には、必ず契約書面の交付
を受けましょう。書面を受けた日を含め
て８日間はクーリングオフができます。

●消費生活情報
 問 市民相談室

●相談窓口

 ▼[場所]市役所２階市民相談室
 問 地域コミュニティ課

■歯科　     

受付時間　㊐㊗9:00〜15:00　＊当番医が変更になる場合があります

月 日 医療機関名 所在地 電話番号

1 1 引地歯科医院 塩釜市藤倉2-3-11 367-1774

1 2 杉山歯科医院 多賀城市大代5-2-1 364-6478

1 3 こう歯科クリニック 多賀城市下馬2-8-5 362-5213

1 8 吉田歯科医院 利府町中央3-2-2 356-2548

1 9 ササキ歯科クリニック 塩釜市錦町7-6 365-7721

1 15 杉の入歯科医院 塩釜市杉の入3-2-1 362-0182

1 22 渋井歯科医院 塩釜市宮町4-9 362-0637

1 29 誠寿歯科医院 多賀城市高橋2-19-20 368-5588

2 5 そうま歯科医院 利府町青山3-40-3 356-1484

休日の診療  ＊事前に電話で確認してください

[場所]母子健康センター
問 子ども家庭課親子保健係

相談方法など詳しくは、各窓口に問い合わせてください1

こ

1歳児come☆かむ広場
（予約制）

［日程］27㊎ ［対象］令和3年11月29日〜令和4年1月6日生
［場所］子育てサポートセンター

3 〜 4か月児健康診査 ［日程］5㊍、17㊋ ［対象］令和4年8月31日〜9月29日生　
1歳6か月児健康診査 ［日程］11㊌、20㊎ ［対象］令和3年6月9日〜7月14日生

2歳6か月児歯科健康診査 ［日程］13㊎、25㊌ ［対象］令和2年6月6日〜7月12日生
3歳児健康診査 ［日程］6㊎、26㊍ ［対象］令和1年6月24日〜7月17日生

母子健康手帳の交付 
（予約制）

［日程］4㊌、10㊋、16、23、30、2/6㊊（時間は要相談）
［持ち物］妊娠届、個人番号カードまたは個人番号確認書類（通
知カードなど）と本人確認書類、筆記用具

ことばの相談（予約制）［日程］18㊌（時間は要相談）
乳幼児健康相談（予約制）［日程］23㊊（時間は要相談）

BCG接種（予約不要）［日程］16㊊  ［受付］9:30〜10:00
［持ち物］母子健康手帳、予診票、体温計、筆記用具

＊健康診査の対象者には個別通知します。人数調整などのため「年間カレンダー」掲載の
対象生年月日と異なることがあります。

消費生活相談・
市民相談

［日時]平日8:30〜17:00
＊窓口が混み合うため、
事前に電話してから来て
ください。

差 別、 虐 待 な
どの人権相談

［日時]16㊊①10:00〜
12:00②13:00〜15:00
＊12㊍までに要予約

行政機関など
への意見･要望
に関する相談

［日時]10㊋①10:00〜
12:00②13:00〜15:00

弁護士による
無料法律相談

［日時]18㊌①11:00〜
12:00②13:00〜16:00
＊前日まで要予約
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