
東和東地区東和東地区 新みさと地区新みさと地区東和西地区東和西地区

高州地区高州地区 彦成地区彦成地区早稲田地区早稲田地区

たぐま歯科クリニック
むなかた歯科
いまざわ歯科医院
はまさき歯科クリニック
ららぽーと新三郷デンタルクリニック
もり歯科クリニック
いいはしデンタルクリニック
内田歯科医院
鈴木歯科医院
あべひろ総合歯科
たいへい歯科クリニック
IS歯科クリニック新三郷
まつお歯科
寺尾歯科医院
わかば歯科クリニック
三郷ホワイト歯科医院
吉崎歯科医院
三郷中央SUNデンタルピア
矯正歯科カトウクリニック

早稲田7－13－8
高州4－75－2
彦成4－4－15－102
早稲田2－3－15
新三郷ららシティ3－1－1ららぽーと新三郷1階
戸ヶ崎3124－31
鷹野5－379－1
高州2－331－4
新和4－208－2
早稲田2－2－8 ノースプラザ1階
三郷1－1－8 ポケットパークビル1階
釆女1－205－3
早稲田4－7－20
早稲田5－7－7
早稲田2－19－4
采女1－85－1
三郷1－12－17
中央3－2－9
三郷2－2－3－2F

☎959－0018
☎956－1825
☎957－6969
☎950－1118
☎950－0896
☎948－8241
☎955－1184
☎956－1131
☎951－3033
☎950－2525
☎954－7467
☎957－0418
☎950－5588
☎949－6190
☎958－6556
☎959－0008
☎953－4800
☎948－6251
☎949－1031

大久保歯科医院
大崎歯科医院
斎藤歯科医院
福島歯科医院
タケハナ歯科医院
加藤歯科医院
ウナイ歯科医院
宮嶋歯科医院
くりやま歯科医院
深井歯科医院
高野歯科医院
宍戸歯科医院
松島歯科クリニック
若松歯科医院
なかむら歯科医院
小林歯科医院
野本歯科医院
セントラル歯科
こみね歯科医院

鷹野3－255－1
戸ヶ崎3－42
早稲田2－26－3
高州1－308－3
高州2－278－1
笹塚62－2
早稲田1－14－1
三郷3－3－3
三郷2－2－12
彦成3－86
早稲田5－8－13
三郷2－2－2
三郷2－1－5ウィンズビル3階
さつき平2－1－2シティーフォーラム2階
釆女1－235－1
彦成1－364
中央2－2－9
早稲田1－6－17
早稲田8－15－11

☎956－2181
☎956－3501
☎957－2018
☎955－6488
☎955－2202
☎953－1166
☎958－6192
☎952－8841
☎952－2208
☎957－3315
☎957－3933
☎952－4180
☎952－8893
☎958－6879
☎958－0118
☎959－2867
☎953－7480
☎957－8263
☎959－3781

三郷市歯科医師会会員診療所一覧 編集後記
　子育ては決して楽しいこと
ばかりではありません。まして
やこの状況の中、戸惑いや
不安はどれほどでしょう。
　愛育班員も活動が制限さ
れ、声かけさえも難しい昨今、
子育て世代の方を見守れて
いるのか、という思いから今
回の特集に至りました。どう
かエールとなって届きますよう。
　さて今年度愛育会は、高
山新会長のもと気持ちも新た
にスタートいたしました。
清水前会長におかれましては
長きにわたりご尽力を賜り、
心より感謝申し上げます。
　最後にコロナ感染拡大防
止対策により、ひと月遅れの
発行となりましたこと、お詫び
申し上げますと共に、ご理解
のほどよろしくお願い申しあげ
ます。

免疫力を高める食材とメニュー紹介免疫力を高める食材とメニュー紹介

子育てを応援しています子育てを応援しています
愛育会は愛育会は

いつもなら
お昼寝の時間
いつもなら
お昼寝の時間

泣かないで
健診頑張ったね
泣かないで
健診頑張ったね

活動しています！ ６地区愛育班活動しています！ ６地区愛育班

2021.7/21 2019.11/17 2021.6/17

2021.6/7 2020.10/15 2021.10/19

公衆電話設置場所ウオーキング。
文化会館よりスター
トです。
今回は早稲田コース
を歩きました。

タオル体操を行いました。
体温測定と換気、
三密を避けること
を心がけました。

子どもたちへの手洗い講習。
（現在コロナ禍に
て活動自粛中）

タオル体操とウオーキングを行いました。
途中どしゃぶ
りにあいまし
た。

三密を避け感染対策のもと椅子を使った
ストレッチ体操
を楽しく行いま
した。

コロナ禍での活動を皆で模索中。
いろいろな意
見を出し合い
ました。

肉・魚・卵・大豆・乳製品

食物繊維を多く含むきのこやビタミンを
多く含む緑黄色野菜は免疫力を高めます

きのこ・緑黄色野菜

発酵食品は腸内環境を整えます納豆・ヨーグルト・チーズ

たんぱく質を豊富に含む食品は丈夫なか
らだを作るもととなります

●マカロニ：25ｇ　●塩：少々　●鶏もも肉：30ｇ　●塩：少々　●こしょう：少々
●かぼちゃ：６０ｇ ●玉ねぎ：25ｇ　●バター：5ｇ　●薄力粉：5ｇ　●牛乳：80ｍｌ 
●だし：30ｍｌ　●塩：少々 ●こしょう：少々 ●粉チーズ：8ｇ

《かぼちゃのグラタン》 エネルギー321kcal　たんぱく質　15.1ｇ　食塩1.4ｇ《かぼちゃのグラタン》《かぼちゃのグラタン》

●しめじ：15ｇ ●たまご：20ｇ ●ねぎ：5ｇ ●コンソメだし：150ｍｌ
●塩：少々 ●片栗粉：小さじ1/2強 ●だし：大さじ1 ●しょうが汁：
（お好みで）

エネルギー47kcal　たんぱく質　3.1ｇ　食塩1.2ｇ

《きのこと卵のスープ》《きのこと卵のスープ》

●サラダチキン：20ｇ　●トマト：60ｇ　●水菜：20ｇ　●ドレッシング：5ｇ

●2個

エネルギー49kcal　たんぱく質5.6ｇ　食塩0.3ｇ《蒸し鶏とトマトのサラダ》《蒸し鶏とトマトのサラダ》

エネルギー190kcal　たんぱく質6.1ｇ　食塩0.7ｇ《ロールパン》《ロールパン》

かぼちゃのグラタン

きのこと卵のスープ ロールパン

蒸し鶏とトマトのサラダ

ご紹介した料理の作り方は三郷市母子愛育会ホームページまで

三郷市　母子愛育会

令和3年11月現在

一緒に活動してみませんか？
班員さん募集中！

連絡先：市役所健康推進課 ☎930-7771

材料は
全て一人分

※乳幼児健診会場にて撮影※乳幼児健診会場にて撮影

お と ず れ（4）

編集／三郷市母子愛育会    発行／事務局・三郷市スポーツ健康部健康推進課内三郷市母子愛育会
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38
令和4年2月15日



三郷市医師会会員医療機関一覧 　 新和5－207 ☎953－1211
 西本眼科 彦成3－11－17－103 ☎959－3456
長村皮膚科クリニック 上彦名632－1 ☎958－0161
 みさと健和病院 鷹野4－494－1 ☎955－7171
 三郷中央総合病院 中央4－5－1 ☎953－1321
 みさと健和クリニック 鷹野4－510－1 ☎955－8551
 かみぐちクリニック 上口1－2－3 ☎952－2323
 みさとホームケア診療所 鷹野5－555 2階 ☎948－0051
 新三郷駅前眼科 采女1－238－5 ☎950－1146
 みさと在宅診療所 三郷2－11－5 グリーンパーク三郷901 ☎949－7337
いわさわ内科医院  幸房472－1 　　　　　   ☎953－7300
 みさと協立病院 田中新田273－1 ☎959－1811

 コウ整形外科クリニック 中央1－3－1 エムズタウン三郷中央2階 ☎949－2025
 みさとファミリークリニック 高州1－181－2 ☎956－5570
 あおばファミリークリニック 戸ヶ崎2－286－1 ☎955－8621
 みさと眼科 早稲田1－3－10 KTT6ビル5階 ☎959－1146
あいえむクリニック 中央1－3－1 エムズタウン三郷中央2階 ☎949－2181
 メンタルクリニックみさと 三郷1－5－6 ☎953－6100
 みさと中央クリニック 中央1－4－13 ☎953－5300
 ららぽーと新三郷 内科・小児科 新三郷ららシティ3－1－1 ららぽーと新三郷2階 ☎950－1060
 杉浦小児科 中央1－3－1 エムズタウン三郷中央2階 ☎952－2124
 むらした耳鼻咽喉科 高州1－181－2 ☎948－3387
みさと健和団地診療所 采女1－76 ☎959－5011
たにぐちファミリークリニック  仁蔵523－1　　　　　　☎957－8440

三愛会総合病院 彦成3－7－17 ☎958－3111
 みさと団地中央診療所 彦成4－4－15－101 ☎957－5411
 うつみ内科クリニック 谷口568－1 ☎953－9681
 かとうぎ眼科 高州1－181－2 ☎934－9333
 まちかどひろばクリニック 戸ヶ崎1－568－1 ☎955－8683
レッツ大腸肛門クリニック 半田1218 ☎950－0255
セントラルクリニック三郷中央 中央1－2－1 ザ・ライオンズ三郷中央C棟1階 ☎949－0381
みさと中央耳鼻咽喉科・アレルギー科 中央1－2－1 ザ・ライオンズ三郷中央102号 ☎952－4187
ふなくし皮膚科クリニック 中央1－2－1 ザ・ライオンズ三郷中央C棟1階 ☎954－2794
かわぐち泌尿器・内科クリニック 采女1－238－1 ☎969－4353
 あじおか眼科クリニック 三郷1－1－10 徳重ビル2階 ☎960－0132
 三郷中央きむら眼科 中央2－2－4  ☎954－8938

みさと耳鼻咽喉科医院 戸ケ崎2－41－1 ☎948－1133
立澤外科胃腸科医院 新和2－380 ☎952－8171
石橋医院 栄5－78－4 ☎952－8158
三郷皮膚科医院 早稲田4－7－5 ☎950－1138
舘脇医院 早稲田6－28－13 ☎957－0151
早稲田医院 早稲田2－19－1 ☎957－3428
永井マザーズホスピタル 上彦名607－1 ☎959－1311
三郷ハートクリニック 彦成3－313 ☎958－5550
さつき内科 さつき平2－1－2－202 ☎951－9100
高橋レディースクリニック 采女1－232 ☎950－1200
仁心内科クリニック 戸ケ崎1－631－4 ☎949－2211

  鈴木耳鼻咽喉科医院 三郷2－2－3 岡田ビル3階 ☎954－0233
 宮川医院 戸ケ崎2370 ☎955－0874
 クリニックふれあい早稲田 早稲田3－26－3 ☎950－3330
 むとう眼科（休院） 早稲田2－13－9 ☎958－5511
 一城クリニック 采女1－82 ☎957－3501
 尾内内科神経科病院 鷹野3－270－1 ☎955－8191
松本クリニック 早稲田2－2－10 MMCビル4階 ☎959－2233
 さとうクリニック 彦成3－11－17－101 ☎957－8021
みさと駅前クリニック 早稲田1－1－1 KTT5ビル1階 ☎959－5550
 藤平耳鼻咽喉科 彦成2－311－1 ☎957－1881
イムス三郷クリニック 采女1－102－2 ☎959－8181
永井ウィメンズクリニック 早稲田2－2－10 ＭＭＣビル ☎950－2221

埼玉みさと総合
リハビリテーション病院

令和3年11月現在

前会長から新会長へバトンタッチ

清水前会長
高山会長

　この度、多くの御支援を賜りながら務めました会長の任務を退任いたしました。
　母子愛育会の活動の中でたくさんの思い出や、数えきれない程の人との出会いがあり、私にとって豊かな
楽しい12 年間でした。
　多くの活動を通して愛育会の認知に取り組んで参りました。しかし、この 2 年ほどは、コロナウイルスの感
染拡大によって、ほとんどの事業が中止となり、思う様な活動ができませんでした。今の現状では、コロナ
禍の終息がみえません。厳しい現状ではありますが、これからも持続可能な三郷市母子愛育会として、班員
の結束と英知で乗り越えられると期待しています。
　最後になりましたが、三郷市母子愛育会に携わって御指導、御支援頂きました関係各位の皆様に
心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

　長きにわたり愛育会を支えて下さった清水前会長より、バトンを受け取りました。
　コロナ禍での愛育会活動は、思うようにできなくなっています。それでも、今私達に何ができる
のか、知恵を出し合い、前向きに活動して行こうと思います。『声かけ・見守り』は愛育会活動の
基本です。「お元気ですか」と声をかけ、地域に明るい笑顔が増える事を願い、班員（９３名）
の皆さんと共に活動して参ります。どうぞ宜しくお願い致します。

赤ちゃんが
泣き止まない、
どうしたらいい？

赤ちゃんが
泣き止まない、
どうしたらいい？

この時期に
何を着せたら
いいの？

この時期に
何を着せたら
いいの？ 離乳食の

始め方が
分からない

離乳食の
始め方が
分からない

母乳は
足りてる？
母乳は
足りてる？ ひとりで悩まず

ご相談ください
ひとりで悩まず
ご相談ください

《子育て支援ステーションほほえみ》妊娠・出産・子育ての相談
保健師や助産師・子育て支援員（保育士）・心理士等が、妊娠・出産・子育てに関する相談を受け付けています。
（※地域の子育て支援施設や保育施設の利用に関する相談を含みます）
●相談日：月～金曜日／午前9時から午後４時（相談受付時間）※来所での相談は予約優先となります。
●スマートフォンなどで「かいちゃんとつぶちゃんの予約サポート」にアクセス
https://misato.city-ca.jp/
【問い合わせ】子ども支援課 子育て支援ステーションほほえみ　☎930-7827

《健康推進課》お子さんの健康や栄養・育児などの相談
保健師・栄養士による来所での相談は予約制となっておりますので、事前にお申し込みください。お電話での相談
も随時行っています。
お子さんの身体計測のみをご希望のかたは、健康福祉会館２階へ直接お越しください。自由計測コーナーをご用
意しています。
●相談日：月～金曜日　午前8時30分から午後5時15分（家庭訪問も行っています）
【問い合わせ】健康推進課 地域保健係　☎930-7772

愛育班員から愛育班員から

紙おむつがなかったの
で浴衣をほどいて布お
むつを作った。
洗濯大変だったな～
いいおむつカバーもな
かった。
出かけるときはおむつ
だけで大荷物。

私たちの時代は泣き癖
がつくから、泣いてもす
ぐ抱っこしないようにと
教わりました。
今はたくさん抱っこして
あげて、と教わるそうで
すね。
うらやましい！

「黄昏泣き」で苦労しま
した。
夕方はいつも子どもを
おんぶして台所。
泣き止んで眠ってしまう
と肩におんぶ紐が食い
込み私が泣きたくなっ
た。懐かしい。

"早稲田地区の活動より"

子育ての体験談、エールが届きました。子育ての体験談、エールが届きました。

手作り絵本を作ってみましょう！手作り絵本を作ってみましょう！

突然の夜泣きが三日
間。睡眠不足になりまし
た。
四日目、泣いても抱かず
に我慢。その日は泣き
疲れて眠ってしまいなん
と翌日からは全く夜泣き
をしなくなりました。

昔はおんぶが主流。。
今は前での抱っこ紐。
足元が見えずつまずき
そうでこわいので孫守り
を頼まれたときは「おん
ぶしていい？」と訊くよ
うにしている。

２人子どもがいますが、
子どもの個性を大事に、
比べないように接するこ
とを心がけました。

お父さん、お母さんの笑
顔が一番！
後悔しないよう子どもと
の時間を大切に。

子育ては時代で変化し
ていくこともあると思う
けど今も昔も抱きしめて
あげることが愛情を注
げる手段。

育児・子育て

がんばりすぎないでネ。
困ったことがあったら保
健師さんにきいてもらっ
て。きっと頼りになるよ。

子どもと過ごせる時間
は一生の内のほんのひ
ととき。
大変でも辛くてもそれを
楽しむこと。
全部楽しい思い出とな
るから。　

ひとりで子育てを背負わ
ないで。 周りに甘えるこ
とも必要ですよ。

●お子さんの好きな絵を描いたりシールを貼ってみましょう。
●『世界にひとつだけの絵本』ができますよ。
●早稲田図書館、早稲田児童セン
ター、ららぽーと内ららほっとに
てキットを自由にお持ちいただけ
ます。

（3）（2） お と ず れ


