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　今回、D
デ ィ ア

ear H
ホ ー ム タ ウ ン

ometown 特別企画として「ステンシル
で Happy タイム」を開催します。「日々の慌ただしさに、
自分の時間がなかなか持てない…」そんな方にぴったり
の、ハンドクラフトにじっくり取り組むひとときです。
　今回は子育て中の方に限らず、興味のある方なら大歓
迎です。初めての方でも、手先に自信のない方でも、講
師の先生が優しく指導してくださるので大丈夫です。ぜ
ひご参加ください。

Dear Hometown
「ステンシルで Happy タイム」

　震災のために岩沼に避難されている親子
のためのサロン「Dear Hometown」の参加者
で「フジパン仙台工場」へ遠足に行きました。
　手作りのビデオを見ながら、工場の皆さん
にパン作りの工程を教えていただきました。
その後のパンの試食の時間には、お母さん
もお子さんも、出来立てパンの味に飛び切
りの笑顔になりました。
　帰りには「千年希望の丘」の見学も行い、
岩沼を満喫できた一日となったようです。

Dear Hometown
遠足「パン工場探検隊」

県大会で力走		～宮城県中学校駅伝競走大会～
　10月1日、利府町の宮城県総合運動公園を発着点とする
周回コースで「宮城県中学校駅伝競走大会」が行われました。
　市大会を制した岩沼西中学校男子チームと岩沼中学校
女子チームの選手らが出場し、男子チームは34チーム中
19位、女子チームは33チーム中5位の成績を収めました。
　男子の部では2区の島津謙介さんが第2位、女子の
部では1区の瀧澤水希乃さんが第1位、2区の佐々木
舞美さんが第4位、3区の菅野真穂さんが第3位となり、
区間賞を獲得しました。（区間賞は第8位まで）

市中学校新人大会の結果

日時／ 11 月 5 日㈬　10 時～ 12 時
会場／岩沼みなみプラザ ボランティア室
講師／アトリエキャンディースマイル　
　代表　佐藤 洋子 氏
対象／震災で岩沼に引っ越してきた方
　（子連れでも子連れでなくても可）※要申込。
申込・問／岩沼市子育て支援センター（☎ 36-8762）

個人種目 1位

ソフトテニス 男子 佐藤 智宏・阿部 匠馬    
女子 引地 ゆい ・ 猪股 莉里香

バドミントン
シングルス

男子 　　  長田 歩夢　
女子 　　  西島 みな実

バドミントン
ダブルス

男子  鈴木 健太・安部 拓真
女子  鈴木 乃愛・髙橋 ひまり

卓球 男子 　　  武田 悠太郎
女子 　　  鈴木 　凪　

剣道 1 年 男子 　　  狩野 陽平　
女子 　　  坂爪 千優　

剣道 2 年 男子 　　  坂田 　颯　
女子 　　  齋藤 里音　

柔道 60㎏以下級 　　  村井 優大　
60㎏超級 　　  小野 颯雅　

（岩沼北）　
（岩　沼）　 

（岩　沼）
（玉　浦）

（岩　沼）　 
（岩沼北）　

（岩沼北）
（岩　沼）
（岩沼西）
（岩　沼）
（岩沼西）
（岩　沼）
（岩　沼）
（岩　沼）

団体種目 1位
野球 玉　浦

サッカー 岩　沼
ソフトボール 岩　沼

バレーボール
男子 岩沼西
女子 玉　浦

バドミントン 女子 岩沼北

バスケット
ボール

男子 岩　沼
女子 岩沼北

卓球
男子 岩沼西
女子 岩　沼

剣道
男子 岩　沼
女子 岩　沼

　9 月 27 日、「岩沼市中学校新人大会」が行われました。結果は
以下のとおりです。※団体・個人種目とも 1 位のみ掲載。（敬称略）

男子（6区間・18.2㌔）女子（5区間・12.65㌔）
順位 19 位 5 位
タイム 1 時間 3 分 17 秒 47 分 42 秒

選手名
（走順）

黒崎　 遥斗 瀧澤 水希乃
島津 　謙介 佐々木 舞美
三條　 響生 菅野　 真穂
山田 　哲士 金本　 梨沙
前原　 匠海 相沢　 若菜
吉田 　行紘 （敬称略）

参加者募集

▶子育てインフォメーション
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「児童生徒の携帯電話の
利用実態の把握と適切な指導法」

青少年健全育成

講演会
～ LINE はメール　メールのマナーを教えよう～

　近ごろ、携帯電話によるトラブルや被害が増加してい
ます。その中でも未成年のトラブルや被害は、件数が増
えるだけでなく、内容の悪質化や低年齢化が目立ちます。
　携帯電話を使用する子どもに関わる大人が、適切に指
導できればよいのですが、簡単なことではありません。
　そこで、今回、宮城教育大学の鵜川義弘教授をお招き
し、携帯電話の利用実態や適切な指導法について教えて
いただきます。保護者の皆さんだけでなく、祖父母や青
少年健全育成に携わる皆さんも一緒に勉強しましょう。

市内保育所（園）では、旬の食材を取り入れながら給食を提供しています。
春はたけのこご飯、夏はおくずかけ、秋はさんまのつみれ汁、冬は冬至かぼ
ちゃや七草粥など、その季節にしか味わえない料理や、昔から岩沼で食べら

れてきた行事食なども取り入れています。
子どもたちは、食べ慣れない料理に戸惑う事もあ

りますが、先生の話を聞いて料理に興味を持つなど
して、少しずつ食の経験を重ねています。

市では、これからも季節を感じられる食材を取り入れながら、子どもたち
がおいしく、楽しく食べられるような給食を提供していきます。

　これまでは、公的年金や遺族補償などを受給
できる方は児童扶養手当を受給できませんでし
たが、児童扶養手当法の一部改正に伴い、児童
扶養手当よりも低額の公的年金や遺族補償など
を受給している場合は、その差額が児童扶養手
当から支給されます。
　対象となる方は、基本的には、申請された日
の翌月から対象となりますので、早めに手続き
するようお願いします。
　なお、具体的な申請方法については、下記担
当課にお問い合わせください。
※ 平成 26 年 12 月 1 日の施行日から 4 カ月間の認定請求につ

いては、要件を満たしていれば施行月分から支給されます。

問／子ども福祉課（☎内線 396）

児童扶養手当と公的年金などの

併給制限の見直しについて

　「虐待かな？」と思ったら子ども福祉課や県の
児童相談所（☎ 022-784-3583）までご連絡く
ださい。また、ご自身が子どもへの接し方で困っ
ていることがあったら、お電話ください。
問／子ども福祉課（☎内線 396）

　子ども・子育て支援新制度の施行に向けた放課
後児童クラブの関連条例などを変更するにあたり、
意見を募集します。公表期間は 11 月上旬を予定し
ています。詳細は市ホームページをご覧ください。
問／子ども福祉課（☎内線 393）

11月は虐待防止推進月間です

子どもを虐待から守りましょう

放課後児童クラブ条例などに係る

パブリックコメントについて

日時／ 11 月 29日㈯ 14時～　
　　　（30分前入場可）
場所／市民会館　中ホール
参加費／無料
定員／約 150人（先着順）
問／生涯学習課（☎内線572・573）

いわぬま食育通信 Vol.25

問／子ども福祉課（☎内線393）
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