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　子育て支援センターで開催しているDear 
Hometownは、震災のために岩沼市へ避難を
されている親子を対象としたサロンです。今回
も小さなお楽しみを用意していますので、ぜひ
遊びに来てください。申し込みは不要です。
日時／11月30日㈪　10時～11時30分
場	所／岩沼みなみプラザ・ボランティア室
対	象／震災の影響で岩沼市に避難したことのあ

る方
　（ 現在は岩沼市から引っ越している方や岩沼

市に在住している方など）

　９月から手作り絵本の募集を行ってきた「岩
沼 ある絵本発表会」。読書の秋に本を作ってみ
ようと思い立った方、夏休みの思い出に作った
絵本がお家にあるお子さんは、まだまだ間に合
います！クレヨン、色鉛筆、折り紙、フェルト
など画材は問いません。画用紙とホチキスだけ
でも、オリジナルの絵本は出来上がります。み
なさんの大切な１冊をどうぞお持ちください。
締切／11月13日㈮　17時

　5月に開催した「子連れスポット耳より情報バスツ
アー」を、秋も開催します。岩沼市内を巡り、お子さん
と一緒に行きたくなるようなスポットや、子育て真っ最
中の方々に役立つ情報を紹介します。岩沼に来たばかり
のママはもちろん、ずっと岩沼に住んでいるけれど、お
子さんと行ける場所が分からないというママもぜひご参
加ください。ママ友を作りたいという方にもぴったりで
す。お子さんと一緒に岩沼を知りつくしましょう！
日時／11月20日㈮
　バスツアー　9時45分～（バスツアーのみの参加も可）
　ランチ交流会　12時～13時
場所／岩沼みなみプラザ（集合・解散）
対	象者／岩沼での子育てに不慣れで、バスツアーに参

加したことのない方
定員／親子で28人（先着順）
持ち物／お子さんのおもちゃ・おやつ・飲み物、弁当
※弁当は注文ができます。申し込み時にお知らせください。
申込期間／11月2日㈪～16日㈪（土・日・祝日は除く）

Dear�Hometownのお知らせ

まだ間に合う
「岩沼 ある絵本発表会」作品募集

「子連れスポット耳寄り情報バス
ツアー」参加者募集

ディア　　　　　　ホームタウン

市立保育所で「フッ化物洗口」が始まっています
　今年度から、市立4保育所の5歳児を対象として

「フッ化物洗口」が始まりました。昼食後、音楽に合
わせて楽しくブクブクうがいをしています。
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　　「フッ化物」とは…
　フッ素を含む化合物です。フッ素は自然界にも広く存
在していて、普段口にしているさまざまな飲食物に含ま
れています。（飲食物に含まれるフッ素濃度は低いので、
むし歯予防効果が期待できるものではありません）

　　フッ化物洗口をすると、なんでむし歯予防になるの？
① 溶かされた歯の表面を修復する「再石灰化」を促し

ます。
②むし歯を起こす酸に対して強い歯にします。
③細菌が作る酸の量を減らします。
④ ハブラシの届かない奥歯の溝などにもフッ化物が行き

わたることで、口の中全体のむし歯予防になります。

　　フッ化物洗口をしたら、ハミガキしなくてもよいの？
　むし歯予防の基本はハミガキです。「食べたら
磨く」を習慣にしましょう。
　ハミガキとフッ化物洗口を両方行うことで、
むし歯予防の効果は高くなります。

問／健康増進課（☎内線347～349）

小さい頃から自分の歯を大切にすることが、未来の自分
の歯を守ることにつながります

みんなで守ろう!!
お口の健康

申込・問／子育て支援センター（☎36-8762）

医療費などの還付金詐欺に
ご注意ください

市職員を名乗り、「医療費の還付金がある」と言って、通帳番号を聞いたり、ATMからお金を振り込ませ
たりする事例が多発しています。疑わしい電話があったときは、まず家族や警察にご相談ください。
問／健康増進課（☎内線343・344）、税務課（☎内線245・246）
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　10月1日、利府町の宮城県総合運動公園で「宮城県
中学校駅伝競走大会」が行われました。市の代表で出
場した岩沼西中学校男子チームと岩沼中学女子チーム
の選手らが出場し、男子チームは34校中第5位、女子
チームは33校中第15位という成績を残しました。
　男子の部では2区の島津謙介さんが第2位、4区の大
嶋祐也さんが第4位、女子の部では、2区の佐々木舞美
さんが第6位、4区では開口実柚さんが第2位となり、
区間賞を獲得しました。
　なお、岩沼西中学校男子チームは10月31日開催の
東北大会に出場しました。

問／学校教育課（☎内線563）

　玉浦中学校では、毎日のランチルーム給食の中で、地産地消を通して積極的に生徒たちに食育を行っ
ています。6月は、地元の農産物を納めている生産者3名を招いて招待給食を実施し、9月の玉中祭では、
給食委員が発表と掲示の部に参加して食に関心を持つことの大切さをアピールしました。10月初めに
は、自校炊飯で玉浦地区の新米の美味しさを旬のさんまを使ったさんまのピリ辛蒲揚げと一緒に味わ
い秋の収穫に感謝しました。

●さんまのピリ辛蒲揚げ

いわぬま食育通信 Vol.31（奇数月掲載）

中学校新人大会結果

県大会でも健闘！～宮城県中学校駅伝競走大会～

9月26日、「岩沼市中学校新人大会」が開催されました。
結果は以下の通り。

団体種目 1位
野球 玉　浦

サッカー 岩　沼
ソフトボール 岩沼西

バレーボール 男子 岩沼西
女子 岩沼北

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 岩沼西

卓球
男子 岩　沼
女子 岩沼西

剣道
男子 岩沼西
女子 岩　沼

男子（6区間・18.20km） 女子(5区間・12.65km)
順　位 第5位 第15位
タイム 1時間02分26秒 49分24秒

選手名
（走順）

黒崎 遙斗 保科 真由
島津 謙介 佐々木 舞美
三條 響生 菅野 真穂
大嶋 祐也 開口 実柚

大久保 瑠人 伊藤 璃乃
佐藤 洸太 （敬称略）

<作り方>
①さんまは、ワタを取り、半分に切る。
②さんまを、開いて醤油・みりんで下味をつける。
③片栗粉をつけて、高温でカラリと揚げる。
④  タレを揚げたさんまにかける。又は、タレに

くぐらす。

（ピリ辛のタレ）
鍋に調味料を加えて加熱して，少し煮詰める。

<材料>　4人分
さんま切り身

（しょうゆ・みりん･酒で下味）・・・4枚分
片栗粉・揚げ油・・・適量

砂糖………大さじ1杯半
しょうゆ…大さじ1杯半
みりん……小さじ1杯半
にんにく…2ｇ

しょうが…2ｇ
豆板醤……適量
水…………大さじ1杯半

（ピリ辛のタレ）

個人種目 1位

ソフトテニス 男子ダブルス 横山 諒弥・荒川 類(岩沼北)
女子ダブルス 竹内 絢音・長田 蒼生(岩沼西)

バドミントン
シングルス

男子 前田 望夢(岩沼)
女子 佐藤 未蘭(岩沼西)

バドミントン
ダブルス

男子 浅野 頼・池田 悠人(岩沼)
女子 鈴木 乃愛・髙橋 ひまり(岩沼北)

卓球 男子シングルス 佐藤 優真(岩沼)
女子シングルス 松本 琉奈(岩沼)

剣道

男子1年 井浦 和馬(岩沼西)
男子2年 近野 大地(岩沼北)
女子1年 鈴木 碧(岩沼)
女子2年 坂爪 千優(岩沼)

柔道 男子1年 鈴木 絢心(岩沼)
男子2年 相原 優希(岩沼)

※団体・個人種目とも1位のみ掲載。（敬称略）
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