▶子育てインフォメーション

平 成 25 年 度

放課後児童クラブ

登録者募集
対象／両親が共働きなどで留守
になる家庭の小学1年～3年生
申込 書 配 布 ／1月15日 ㈫ ～31
日㈭※各児童館（センター）
。
受付／2月1日㈮～8日㈮
9時～17時（日曜日を除く）
提出書類／児童クラブ加入申込
書など関係書類
利用料金／月2,000円
※1日や短期間の利用も可。
申込方法／各児童館・児童セン
ターに備え付けの申込用紙に
記入し、提出してください
その 他／提出時に面接を行いま
す（新規加入者のみ児童同伴）
問／東児童館

（ 080-1668-9318）
南児童館
（☎22－3852）
西児童センター
（☎22－4677）
北児童センター
（☎22－2857）

岩沼市子育て支援センターからのお知らせ
嫁っこの会

はじめてママの会

岩沼市子育て支援センターで
サークル育成事業として活動のお
手伝いをしたことからスタートし
た「嫁っこの会」
。三世代同居をし
ているお嫁さんで構成されている
元気いっぱいの子育てサークルで
す。今は自主サークルとして、自
分たちで企画した活動で楽しくマ
りょく
マ力アップに励んでいます。今回
の活動は「キャラ弁づくり」
。彩り
豊かな、子どもたちが大喜びしそ
うなお弁当テクニックを皆で学び
合っていました。

岩沼市子育て支援センターで
行っている「はじめてママの会」
。
初めての子育てで、
まだどこのサー
クルにも入ったことがない…そん
なママ8人で構成されています。
初めはスタッフの企画を楽しん
でいたママたちも、活動に慣れて
自分たちで企画も担当。おしゃべ
り会や芋煮会など、ママも子ども
たちも楽しめる企画を考えて、子
育てをがんばる者同士、リフレッ
りょく
シュしながらママ力アップしてい
ます。

問／岩沼市子育て支援センター（☎ 36-8762）

いわぬま食育通信
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市では、1 食当たりのバランス献立を集めた、
「岩沼市健幸力アップメ
ニューレシピ集」を作成しました。
このレシピ集は、以前作成した「子どもたちに伝えたい心を HOT させ
る料理レシピ集」の料理を中心に、毎日の健康づくりのために活用できる
メニューが盛り込まれています。
ファイルにとじられる形になっていますので取り外しもでき、調理の時に
とても便利です。皆さんの毎日の食事づくりの参考にぜひお役立てください。
（「健幸力アップメニュー集」は 1 冊 200 円、「子どもたちに伝えたい心を HOT させ
る料理レシピ集」は 1 冊 800 円で、健康増進課または市保健センターで販売中です。）

岩 沼 市
健幸力アップメニュー レシピ集

健幸力アップメニュー
１ ● 「みんな大好き大豆の元気メニュー」（市内保育所(園)給食より）
３～４
２ ● 「鉄分で元気がでるメニュー」(市内中学校給食より)
５～６
３ ● 「あったか郷土料理メニュー」(市内小学校給食より)
７～８
４ ● 「野菜たっぷり、減塩！メニュー」(市食生活改善推進員協議会)
９～１０
５ ● 「地元野菜たっぷりメニュー １・２」(市生活研究グループ連絡協議会)１１～１２
<生活習慣病予防シリーズ>
６ ●体重・ｺﾚｽﾃﾛｰﾙが気になる方へ…「脂(油)に気配りメニュー」
１３～１４
７ ●野菜たっぷり・満足感がほしい方へ「ｶﾛﾘｰ控えめ食べて満足メニュー」 １５～１６
８ ●カルシウム不足を感じる方へ…「骨コツ貯めようカルシウムメニュー」 １７～１８
９ ●毎日の塩分が気になる方へ…「塩分に気配りメニュー」
１９～２０
10●手軽に栄養ﾊﾞﾗﾝｽを整えたい方へ…「おしゃれにワンプレートメニュー」 ２１～２２

我が家で好評の健康レシピ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
● おからサラダ
● 具だくさんのおからいり
● 大根のしょうゆ漬け

● かぜ予防の湯豆腐つけたれ
● 和風ヘルシーグラタン
● トーフのサラダ

災害時のために備えておきたい食品等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
1

問／健康増進課（☎内線 346）

年度

広報いわぬま2013.1月号

いわぬま1月号[06-07].indd

6

平成

目の愛護
標語・ポスター
コンクール



24

岩沼市学校保健会
（敬称略）

岩沼南小学校6年
荻原 舞那穂

3

「ぼくの目は
遠くも見える
じまんの目」

岩沼北中学校3年
川野辺 真子

岩沼南小学校 年
佐藤 怜哉

岩沼北中学校 年
早坂 勇樹
3

「
『ありがとう』
自分の瞳に
感謝状」

標語の部 最優秀賞

ポスターの部 最優秀賞
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▶インフォメーション

高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成

委託医療機関（50音順）

～ 70 歳以上の希望者に実施します～

高齢者の肺炎の原因の中で最も多いと言われてい
る肺炎球菌による肺炎の予防と重症化を防ぐため、接
種を希望する 70 歳以上の高齢者の肺炎球菌ワクチン
接種に要する費用の一部（3,000 円）を助成します。
実施期間／平成 25 年 1 月から
実施場所／委託医療機関（接種希望者は右記医療機
関の窓口に申し出てください。
）
対象者／接種日現在で満 70 歳以上の方（ただし、再
接種の場合、
前回接種から 5 年以上経過している方）
接種回数／ 1 回
（医療機関窓口に納入してください）
個人負担／ 5,000 円
問／健康増進課 （☎内線 345 ～ 347）

医療機関名

電話番号

1 青木神経科内科
24-5501
クリニック
あおば内科・胃
2 腸科クリニック 29-3741
ありた総合
3 内科クリニック
25-2561
4 石垣記念岩沼
中央整形外科 22-5111
5

板橋眼科医院

22-2611

10 丹野耳鼻咽喉科
22-2293
医院
11

中川医院

22-2016

脳外科内科
12
すずきクリニック 25-6567
13

本郷医院

24-2100

14

緑の里
クリニック

23-2678

15

森川医院

22-2848

16

25-2711

25-6188

17

森川こども
クリニック
森整形外科
クリニック

8 スズキ記念病院 23-3111

18

安田内科医院

22-2693

19

山本外科
内科医院

22-2630

6 岩沼クリニック 25-6858
7

9

おなかの
クリニック

西陵内科

22-1818

22-1311

１１９番 は “はっきり” “ゆっくり” と
１１９番のかけ方

消防隊・救急隊が到着するまでに

あなたからの119番通報は、私たち消防が最初に火
災・救急・救助などの災害発生を知る大切な窓口で
す。正しい119番通報は、一刻を争うあなたや私たち
消防の大きな助けとなります。全てを伝えなくても構
いません。まず落ち着いてください。そして指令員の
質問に“はっきり”
“ゆっくり”答えてください。
1．火事ですか？救急ですか？場所はどこですか？
住所・ビルやアパート・交差点の名前を
2．どうされました？
3．誰に助けが必要ですか？
おおよその年齢・性別・人数
4．意識はありますか？ はい・いいえ
5．呼吸はしていますか？ はい・いいえ
6．災害の様子は？ できるだけ詳しく教えてください

通報してから消防隊・救急隊が到着するまでは
長く感じるもの。でもあなたにやってもらいたい
ことがいくつかあります。
1．安全な場所に移動してください
火災の場合はまず避難、交通事故の場合は安全
な場所へ。
2．救命処置を行ってください
呼吸がなかったら、胸の中央を圧迫して心臓マッ
サージを実施してください。AEDが近くにある場合
は、電源を入れ、その指示に従ってください。
3．電話を使える状態にしておいてください
指令員が電話で救命処置を指導する場合があります。
4．外に出て救急車を誘導してください。
夜は懐中電灯を振っていただくと助かります。

※注意事項
・IP電話回線からの発信の場合は消防署に繋がるまで、約7秒かか
ります。
・場所が分からないと出動させることができませんので、最初に正
確な場所を教えてください。
・昨 今の救急業務の増加により、岩沼消防でも年々増加傾向です。
そのため、119番で救急要請があったときに他の現場に出動中で、
ただちに対応が困難な場合があります。その場合には、赤い車の
消防自動車で出動し、対応させていただいています。

※夜間は、状況によりサイレンを低音量にする場合がありますが、
緊急車両は、サイレンを止められませんのでご理解いただき
ますようお願いします。

1 月 10 日は「１１０番の日」です 

「見たままを あせらず 急がず 110 番」
「110 番」は、県民の皆さんが事件や事故の被
害にあった、それを目撃し、あるいは、他人の住
宅をのぞきながら徘徊したり、子どもの周辺を
つきまとっている不審者が居たりする場合など
に、直ちに警察官を現場に急行させ、犯人の検挙、
負傷者の救出・救護、事件事故の処理などを行
うために、通報していただく緊急通報用電話です。

119番通報は緊急通報回線です。
お問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせ電話番号 ☎22-5171
岩沼消防情報ダイヤル ☎25-5119

（問／岩沼警察署  ☎ 22-4341）
< 通報するときの 5 つのポイント >

1．どんな事件・事故か …泥棒、交通事故、けんかなど
2．いつ、どこで
…発生日時、場所、目標物など
3．犯人は
…人数、人相、着衣、特徴など
4．逃走手段、方向
…バ イク、車、徒歩などで○
○方向
5．あなたの名前
…住 所、電話番号、事件・事
故との関係

※「110 番」は緊急用の電話です。いたずら電話はやめましょう。緊急でない相談や問い合わせなどは、♯ 9110（相
談電話）を活用ください。
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