
みみサポみやぎ手話動画(M)

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

インフルエンザにご注意を 矢口 2012/02/14

せきエチケット 菅原・矢口 2012/02/17

震災関係の悪徳商法などにご注意を 松田 2012/03/05

歯周病チェックに行きましょう 菅原 2012/03/12

見直そう我が家の備え Part１ 松田 2012/03/17

見直そう我が家の備え Part2 矢口 2012/03/26

見直そう我が家の備え Part3 中村 2012/03/30

夜、よく眠れていますか？ 松田 2012/04/23

外国から届く宝くじ 中村 2012/05/01

花粉症対策 菅原 2012/05/07

五月病 江連・小海 2012/05/14

ペットボトル症候群 中村 2012/05/21

梅雨のお洗濯 矢口 2012/06/04

食中毒　春・夏編 矢口 2012/06/11

紫外線対策を考えよう 中村 2012/06/25

ダニ対策 松田 2012/07/02

防災訓練に参加しよう 菅原 2012/07/09

仙台七夕まつり 矢口 2012/07/30

熱中症になったら… 矢口 2012/08/13

雷注意！ 矢口 2012/08/27

「避難勧告」と「避難指示」 中村 2012/09/03

生活不活発病予防 松田 2012/09/10

声をかけあっていきましょう 田脇 2012/09/24

みみサポみやぎHP手話動画DVD

　現在、手話動画はホームページでのみ配信しておりますが、さらに多くの聴覚障害者や手話学習者等にご覧いた

だけるようＤＶＤに収録し、ライブラリー作品として貸出を始めました。これまで「ＤＶＤで閲覧したい」という

要望を多くいただいており、ホームページを見ることができない方々にも広く視聴していただくことで、さらに情

報提供を図れることを期待しております。どうぞご利用ください。
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みみサポみやぎ手話動画(M)

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

お酒をおいしく飲むために 菅原 2012/10/01

障害者と東日本大震災 矢口 2012/10/15

「トクホ」ってどんなもの？ 佐々木 2012/10/22

糖尿病の怖い話 中村 2012/10/29

障害者虐待防止法 矢口 2012/11/06

医薬品と医薬部外品 安藤 2012/11/13

「マグニチュード」と「震度」 松田 2012/11/27

「放射線」と「放射能」 佐々木 2012/12/03

「ベクレル」と「シーベルト」 矢口 2012/12/10

セアカゴケグモに注意！！ 菅原 2012/12/17

食中毒　秋・冬編　～ノロウイルス～ 浅野貴 2012/12/25

お正月あれこれ 松田 2012/12/28

干支にまつわるエトセトラ 佐々木 2013/01/07

傷は乾燥させてはいけないってホント？！ 安藤 2013/01/15

障害者の法定雇用率引き上げ 矢口 2013/01/21

手軽にできる室内安全対策 松田 2013/01/28

自分の身は自分で守る～自宅内避難所～ 佐々木 2013/02/13

ネズミ！ネズミ！！ネズミ！！！ 浅野貴 2013/02/18

津波警報が変わります 中村 2013/02/25

あなたのまちの広報紙 佐々木 2013/03/11

宮城県民はメタボ県民？ 矢口 2013/03/18

あなたの鼻水は「寒暖差アレルギー」かも？！ 松田 2013/03/25

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

こころの健康　２０１３春 田脇 2013/04/01

消費者トラブルに気をつけて 浅野順 2013/04/10

感染症 浅野貴 2013/04/22

津波浸水区域に新標識 中村 2013/04/30

クリック　その前に！ 佐々木 2013/05/07

仙台青葉まつり 矢口 2013/05/13

スズメバチに気をつけて！ 松田 2013/05/20

受け取るな！支払うな！　～送り付け商法にご注意～ 中村 2013/05/27

気象病 菅原 2013/06/17

インターネット情報を上手に活用しよう 佐々木 2013/06/24

水虫かな？と思ったら 浅野貴 2013/07/01

自分でできる体力チェック 松田 2013/07/08

大人のあせも 中村 2013/07/22

土用の丑の日は　うなぎ！ 佐々木 2013/07/29

火災から命を守る火災警報器 矢口 2013/08/05

正しい目薬の使用方法 細川・関内 2013/08/19

「特別警報」始まります 矢口 2013/08/26

耳の神様が宮城に？ 中村 2013/09/02

やけど虫ってどんな虫？ 松田 2013/09/09

薬の飲み方Ｑ＆Ａ 佐々木 2013/09/17

竜巻から身を守るために 浅野貴 2013/09/26
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みみサポみやぎ手話動画(M)

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

笑顔ニコッと３秒 細川 2013/09/30

秋の風物詩　～芋煮会～ 中村 2013/10/15

噛めば噛むほど健康増進 松田 2013/10/21

暖房器具　使う前に点検を！ 矢口 2013/10/28

身近な情報　メール配信サービス 田脇 2013/11/05

泥棒も見ている　そのツイッター 佐々木 2013/11/18

地域とのつなぎ役　設置手話通訳者 中村 2013/11/25

冬の汗に要注意？！ 矢口 2013/12/02

地域で安心して暮らすために　災害時要援護者登録制度 田脇 2013/12/06

運転免許更新の手続き案内 松田・竹田 2013/12/09

気をつけたい冬の静電気 浅野貴 2013/12/24

寒い日の入浴時にはご注意を！ 矢口 2013/12/27

宮城の冬の風物詩　どんと祭 佐々木 2014/01/06

たった５回の大津波警報 菅原 2014/01/14

障害者権利条約の批准から理想の社会へ 中村 2014/01/20

知っていますか？！自転車の安全な乗り方 佐々木 2014/01/27

災害時の備え～自分でできる薬の情報管理～ 矢口 2014/02/03

かゆい！かゆい！これってしもやけ？！ 田脇 2014/02/17

知っておこう！クーリング・オフ 浅野貴 2014/03/03

避難場所と避難所 松田 2014/03/17

小さな粒子　ＰＭ２．５ 中村 2014/03/24

飲みすぎ注意！「おなかスッキリ」？ 健康茶 浅野貴 2014/03/31

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

さくら、さくら 菅原 2014/04/06

便利なネット　使い方次第でトラブルも 矢口・関内 2014/04/14

出た！クマだ！ 佐々木 2014/04/21

良い睡眠で、からだもこころも健康に 田脇 2014/04/28

津波を起こしやすいアウターライズ地震 中村 2014/05/07

クーリング・オフのＱ＆Ａ 矢口・関内 2014/05/12

チェックしよう！備蓄品の賞味期限 菅原 2014/05/19

5月31日は世界禁煙デー 浅野貴 2014/05/26

梅雨時は腐りやすい！ 松田・関内 2014/06/02

夏に多い水の事故 中村 2014/06/09

脱メタボ！ 菅原 2014/06/16

土砂災害の特徴と前兆現象 佐々木 2014/06/23

こんな言葉知ってる？「ブラック企業」 矢口 2014/06/30

クールシェアで我が家の省エネ 中村 2014/07/07

歯周病チェック 松田 2014/07/14

耐震診断　あなたの家は大丈夫？ 菅原 2014/07/22

体温計　あなたは正しく測れていますか？ 田脇 2014/07/28
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みみサポみやぎ手話動画(M)

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

新しい祝日　山の日 松田 2014/08/11

溺れた時は浮いて待て 中村 2014/08/18

住宅用火災警報器は定期的に点検を 浅野貴 2014/08/25

信号がない環状交差点　ゆっくり右回り 佐々木 2014/09/01

気をつけたい、大人の風疹 矢口 2014/09/08

ウイルスのグローバル化 浅野貴 2014/09/22

秋バテを防ぎ、元気に過ごそう！ 中村 2014/09/29

サン・ファン・バウティスタ号とスペイン 佐々木 2014/10/06

注意！偽の緊急地震情報 矢口 2014/10/14

「健康な食事」認証マーク 松田 2014/10/20

美容医療のトラブルが多発中！ 佐々木 2014/11/02

蔵王山は活火山 矢口 2014/11/10

夕暮れ時の交通事故防止「ラ・ラ・ラ運動」 中村 2014/11/25

髪は長～い友達　～抜け毛予防～ 浅野貴 2014/12/01

108つの除夜の鐘 佐々木 2014/12/26

冬の入浴はヒートショックにご用心 中村 2015/01/19

日本一低い山　仙台・日和山 浅野貴 2015/01/19

知ってた？　マスクの表と裏 松田・田脇 2015/01/26

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

聴覚障害者の皆様へ　村井知事からのメッセージ 知事・横澤 2015/01/30

みみサポみやぎ　開所式 知事・施設長 2015/02/02

蛸薬師と大津波?! 佐々木 2015/02/09

子どもの耳の病気が増加中?!　～耳掃除はほどほどに～ 中村 2015/02/23

新しい交通サービス「デマンドタクシー」 松田 2015/03/16

被災4県53か所の巡礼地 中村 2015/03/23

さようなら、マリンピア 浅野貴 2015/03/30

祝！ 女川駅、開業！ 佐々木 2015/04/06

もうすぐ始まる　マイナンバー制度 松田 2015/04/13

防災意識と心構え 中村 2015/04/20

みみサポみやぎへいらっしゃーい！ 職員 2015/04/28

ストレスの３段階 田脇 2015/05/07

高速道路で突然のトラブル？！ 佐々木 2015/05/11

火山情報を知ろう！ 中村 2015/05/18

通信契約の抱き合わせ契約でトラブル急増！ 佐々木 2015/05/25

ピロリ菌除去療法に保険が適応 松田 2015/06/01

団体紹介　NPO法人みやぎ・せんだい中途失聴難聴者協会 松本千 2015/06/15

一般社団法人宮城県聴覚障害者協会 浅野順 2015/06/22

韓国で流行っている「ＭＥＲＳ」って何？ 佐々木 2015/06/29

宮城県のシンボルあれこれ 浅野貴 2015/07/06

ご利用ください！字幕入り映像ライブラリー 中村 2015/07/13

エコノミークラス症候群を予防しよう！ 松田 2015/07/21

戦後70年に思う 田脇 2015/08/03

隠れ脱水にご注意を！ 佐々木 2015/08/10

目指せ！ 過労死ゼロ！！ 浅野貴 2015/08/17

団体紹介　NPO法人宮城ろう重複連絡会そよかぜ広場 伊藤・中村 2015/08/24
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みみサポみやぎ手話動画(M)

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

ドライマウスって知ってますか？ 佐々木克彦 2015/09/14

河川決壊！ 避難どうする？ 中村敏子 2015/09/24

深刻化している学生のブラックバイト 松田　環 2015/09/28

老眼鏡でいきいきした生活を！ 浅野順一 2015/10/05

ウォーキングのススメ 田脇博子 2015/10/13

11月5日は「津波防災の日」 佐々木克彦 2015/11/02

キシリトールで虫歯予防？ 浅野貴子 2015/11/09

第２種運転免許、補聴器容認へ 松田　環 2015/11/16

ジェネリック医薬品を知ろう 浅野順一 2015/11/30

福の神 仙台四郎ってどんな人？ 佐々木克彦 2015/12/07

低温やけどにご注意を！ 杉山和代 2015/12/14

もっと教えて！ マイナンバー制度 中村敏子 2015/12/21

冬本番！冷え性対策のポイントは 矢口泉之介 2015/12/28

おいしさいっぱい！ 宮城県のお餅 浅野貴子 2016/01/04

特別警報メール配信拡大！ でも･･･？ 中村敏子 2016/01/12

冬道の走行で最も危険、ブラックアイスバーン 矢口泉之介 2016/01/18

あなたは大丈夫？ スマホ依存症 松田　環 2016/01/25

こたつで寝るのは危険がいっぱい？！ 佐々木克彦 2016/02/01

女川いのちの石碑プロジェクト～千年後の命を守るために～ 中村敏子 2016/02/15

求む！ 子どもを見守るたくさんの目 杉山和代 2016/02/22

４年に１回と言えば･･･ 浅野貴子 2016/02/29

東日本大震災から５年 矢口泉之介 2016/03/07

お彼岸にはぼた餅？ おはぎ？ 松田　環 2016/03/14

いよいよ始まる「電力自由化」 田脇博子 2016/03/22

伝えよう、あなたの障害 佐々木克彦 2016/03/28

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

選挙権年齢引き下げ～ネット選挙に気をつけて！～ 浅野順一 2016/04/11

バス旅行、どう選ぶ？ 細川かおる 2016/04/18

岩沼千年希望の丘～千年先まで伝えたい～ 松田　環 2016/04/25

ストレスって悪いもの？ 田脇博子 2016/05/02

まもなく蚊の季節～ジカ熱情報～ 矢口泉之介 2016/05/09

Let’s ゴミ減量化 細川かおる 2016/05/16

増加している子どものロコモ 中村敏子 2016/05/23

若いのに老眼？！ 佐々木克彦 2016/06/06

毎月第３水曜日は「みやぎ水産の日」 松田　環 2016/06/13

ドライバー不要の時代はくるのか？ 矢口泉之介 2016/06/20

顔ダニって良いの？ 悪いの？ 細川かおる 2016/06/27

エルニーニョ現象とラニーニャ現象 杉山和代 2016/07/04

「おのくん」に会いに東松島へ 中村敏子 2016/07/11

団体紹介　みやぎ盲ろう児・者友の会 細川かおる 2016/07/18

目指せ！ 宮城マスター 佐々木克彦 2016/07/25

かゆい！ 原因はシイタケ？！ 中村敏子 2016/08/01

お盆の風習いろいろ 松田　環 2016/08/08

朝食は大切！！ 杉山和代 2016/08/15

隠れている夏の冷え性 矢口泉之介 2016/08/22

ツール・ド・東北って何？ 細川かおる 2016/08/29

いろいろ便利！ dボタン 佐々木克彦 2016/09/05

悪意はなくてもハラスメント 中村敏子 2016/09/12

ヘルプカードを活用しよう！ 田脇博子 2016/09/20

デフリンピック、知っていますか？ 中村　隆 2016/09/26
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みみサポみやぎ手話動画(M)

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

大切にしたい日本の文化～海外に学ぶ～ 松田　環 2016/10/03

もしもに備えてコツコツ「貯筋」 杉山　和代 2016/10/10

危険！ ながらスマホ 細川かおる 2016/10/17

ハッピー ハロウィン！！ 矢口泉之介 2016/10/24

何するところ？ 地域包括支援センター 田脇　博子 2016/10/31

その鍵番号、見られていませんか 中村　敏子 2016/11/07

洗濯表示が変わります 松田　環 2016/11/14

宮城県ドクターヘリ運航開始 中村　隆 2016/11/21

祝・誕生！ 富谷市 佐々木克彦 2016/11/28

ノンアルコールで酔っぱらう？ 細川かおる 2016/12/05

ショウガって体を冷やす？ 温める？ 杉山　和代 2016/12/12

薬の飲み忘れを防ぐ一包化 矢口泉之介 2016/12/19

伝統ある仙台初売り 松田　環 2016/12/26

入浴剤で温泉気分 中村　敏子 2017/01/04

何するところ？ 消費生活センター 田脇　博子 2017/01/10

冬は火災が多くなる季節です 中村　隆 2017/01/16

冬の便秘の原因と対策 細川かおる 2017/01/23

リボ払い、使う場合は要注意！ 中村　敏子 2017/01/30

手話マーク、筆談マークが決定！ 浅野　順一 2017/02/06

団体紹介 宮城県聴覚障害学生の会 学  生  会 2017/02/13

伊達政宗のここがスゴイ！ 佐々木克彦 2017/02/20

宮城県だけのシステムＭＭＷＩＮ 田脇　博子 2017/02/27

伝えよう！ 民話に残る津波被害 細川かおる 2017/03/06

利用してみよう！ 観光地の手話ガイド 松田　環 2017/03/13

高齢ドライバーの事故減少を目指して 中村　隆 2017/03/20

利用区分 分類番号 数量 作品名 キャスター 放送年月日

危険！ セルフスタンドでの「つい・うっかり」 細川かおる 2017/04/03

スロープカーで行ってみよう！ 愛子大仏 中村　敏子 2017/04/10

避難勧告等の名称が変更しました 佐々木克彦 2017/04/17

プレミアムなフライデーを！ 松田　環 2017/04/24

ストレスで命が危ない？！ 田脇　博子 2017/05/01

１歳未満、ハチミツ警報！ 中村　隆 2017/05/08

貧血とは違う、失神って何？ 中村　敏子 2017/05/15

夏日、真夏日、猛暑日の違いって？ 佐々木克彦 2017/05/22

百害あって一利なし！ 寝る前スマホ 松田　環 2017/05/29

肩こりや頭痛の意外な原因 田脇　博子 2017/06/05

ミサイル落下、その時どうする？！ 細川かおる 2017/06/12

宮城県内でイノシシ急増中 中村　敏子 2017/06/19

マイナンバー、地方自治体での本格運用開始 浅野　順一 2017/06/26

みちのく潮風トレイルを旅してみよう 佐々木克彦 2017/07/03

要注意！ エアコン内部のカビ 中村　隆 2017/07/10

企画したツアーが旅行業法違反？！ 細川かおる 2017/07/18

大雨時の浸水と河川の状況がさらにわかりやすく！ 松田　環 2017/07/24

毒を持つヒアリってどんなアリ？ 中村　敏子 2017/07/31

睡眠不足を解消しよう 田脇　博子 2017/08/07

日本の夜空を彩る夏の花火 中村　隆 2017/08/14

マダニによる感染症に注意！ 中村　敏子 2017/08/21

ポイントは一般市民による救命措置 佐々木克彦 2017/09/04

地域の身近な相談相手「民生委員・児童委員」 田脇　博子 2017/09/11

キャリーバッグ使用にご用心 細川かおる 2017/09/19

ご存知ですか？ 期日前投票と不在者投票 中村　敏子 2017/09/25
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利用区分 分類番号 数量 作品名 キ ャ ス タ ー 放送年月日

もみじ狩りってなぜ「狩り」なの？ 中村　隆 2017/10/02

「へ～！」がいっぱい、パンダの生態 田脇　博子 2017/10/10

知っていますか？「無期転換ルール」 佐々木克彦 2017/10/16

性犯罪の被害にあわないために 中村　敏子 2017/10/23

インターバル速歩に挑戦してみよう！ 細川かおる 2017/10/30

おたふく風邪、予防接種受ける？ 受けない？ 中村　隆 2017/11/06

プリペイドカードのお金が盗まれる！？ 田脇　博子 2017/11/13

オリンピック聖火のトリビア 松田　環 2017/11/20

その風邪、ウイルス性？ 細菌性？ 中村　敏子 2017/11/27

食品ロスを減らそう！ 中村　隆 2017/12/04

低栄養を防いで寝たきり予防 浅野　順一 2017/12/11

いろいろあるある！ クリスマススイーツ 田脇　博子 2017/12/18

自画撮り被害をSTOP！ 中村　敏子 2017/12/25

鏡開きで無病息災意を願う 佐々木克彦 2017/01/09

寝たきり予防第２弾、フレイルチェックしてみよう！ 中村　隆 2018/01/22

ホームタンクからの油流出にご注意を！ 松田　環 2018/01/29

故郷を明るく元気にしたい！～オクトパス君に込められた願い～ 中村　敏子 2018/02/05

家庭の食卓の問題点は６つの「こしょく」 佐々木克彦 2018/02/13

かさかさ唇さようなら 細川かおる 2018/02/19

春の弥生のひな祭り 中村　敏子 2018/02/26

みやぎ鎮魂の日に今一度の確認を！ 中村　隆 2018/03/05

コインパーキングの料金トラブル増加中 松田　環 2018/03/12

かわいいペットにご用心？！ 中村　敏子 2018/03/19

最近よく聞く「仮想通貨」って？？ 佐々木克彦 2018/03/26

利用区分 分類番号 数量 作品名
キ ャ ス
タ ー

放送年月日

防ぎたい！ ドラム式洗濯機の事故 中村　隆 2018/04/02

よく知らない山菜は採らない、食べない、人にあげない！ 細川かおる 2018/04/09

寝たきり予防第３弾は「サルコペニア」 中村　敏子 2018/04/16

緊急地震速報がかわりました 松田  環 2018/04/23

これって、もしかして？ ～高齢者のうつ病～ 田脇　博子 2018/05/01

防災のヒントは地名にある？！ 細川かおる 2018/05/07

危ないっ！ 子どもの転落事故 中村　敏子 2018/05/14

車上狙いはどこにでもいる？！ 佐々木克彦 2018/05/21

ユネスコ無形文化遺産「和食」 中村　隆 2018/05/28

お口の体操、１・２・３！ 中村　敏子 2018/06/04

格安スマホのメリット、デメリット 細川かおる 2018/06/11

図書カードのいま、むかし 松田  環 2018/06/18

大人も罹る「子どもの三大夏風邪」 中村　隆 2018/06/25

災害ボランティアに行こう！ 中村　敏子 2018/07/02

いま流行りの「民泊」事情 佐々木克彦 2018/07/09

パスワードの定期的変更は不要？ 早川  大輔 2018/07/17

進化している？！ カキ氷 中村　敏子 2018/07/23

インターネット安全利用の合言葉は「じょいふる」 松本  由美 2018/07/30

宮城県ゆずりあい駐車場利用制度が始まります 細川かおる 2018/08/06

お盆の時期はずんだもち 中村　敏子 2018/08/13

４０歳を過ぎたら目の定期健診を！ 松田  環 2018/08/20

住まいの未来は！？ 空き家問題 中村　隆 2018/08/27

下肢静脈瘤①～生活の質を低下させる？！～ 細川かおる 2018/09/03

下肢静脈瘤②～隠れているかも？！～ 細川かおる 2018/09/10

電気ケトルの事故を防ぐために 松本  由美 2018/09/18

脳梗塞は早めに「治療開始」が鍵！ 佐々木克彦 2018/09/25
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利用区分 分類番号 数量 作品名 キ ャ ス タ ー 放送年月日

ハザードマップを活用しよう！ 中村　敏子 2018/10/01

この秋はグランピングを楽しもう！ 早川　大輔 2018/10/09

元気に歩きましょう！ ウォーキングシューズの選び方 中村　隆 2018/10/15

降水確率８０％の雨は強いか？ 弱いか？ 細川かおる 2018/10/22

宮城県はゆるキャラがいっぱい！ 松田　環 2018/10/29

ストップ！ DV ～１人で悩まないで～ 中村　敏子 2018/11/05

抵抗力を高めてインフルエンザをブロックしよう！ 松本　由美 2018/11/12

ブロック塀を点検しよう！ 佐々木克彦 2018/11/19

知ってた？ ノーベル賞のあれこれ 早川　大輔 2018/11/26

冬の睡眠障害は冷えから？！ 中村　隆 2018/12/03

激痛！ アニサキス幼虫による食中毒 松田　環 2018/12/10

ただの肌荒れではない、冬のカサカサ湿疹 細川かおる 2018/12/17

お年玉事始め 中村　敏子 2018/12/25

全国で１３区間 タイヤチェーン装着義務化 細川かおる 2019/01/07

夏だけでなく注意が必要！ 冬の脱水 松本　由美 2019/01/21

スプレー缶の捨て方注意！ 佐々木克彦 2029/01/28

宮城県でヘルプマークを配布しています 中村　隆 2019/02/04

みんな大好き！ チョコレート 細川かおる 2019/02/12

とっても怖～い！ もしもスマホを紛失したら… 松田　環 2019/02/18

４月から始まる有給休暇の時季指定義務化 中村　敏子 2019/02/25

被害が確認されたリレーアタック 早川　大輔 2019/03/04

いまだ続く、災害関連死の認定 細川かおる 2019/03/11

子育てがより楽しく！ みやぎ子育て支援パスポート 松本　由美 2019/03/18

そのいい香りに困っている人が人がいるかも？！ 松田　環 2019/03/25

利用区分 分類番号 数量 作品名 キ ャ ス タ ー 放送年月日

消費税の軽減税率って何？ 佐々木克彦 2019/04/01

自転車事故で賠償額が９，５００万円？！ 中村　隆 2019/04/08

あなたも挑戦してみよう！ 盲ろう者通訳・介助員 細川かおる 2019/04/15

カット野菜の栄養は？ 中村　敏子 2019/04/22

心が疲れていませんか？～燃えつき症候群～ 田脇　博子 2019/05/07

ナメクジ・カタツムリは触らない！ 松本　由美 2019/05/13

宮城県にある職業関係のセンターは 松田　環 2019/05/20

ごまかせない加齢臭、その対策方法は 中村　敏子 2019/05/27

シェイクアウト訓練をしよう！ 佐々木克彦 2019/06/03

ただ聞くだけじゃない、傾聴のスキル 田脇　博子 2019/06/10

団体紹介：宮城県難聴児を持つ親の会 親の会 2019/06/17

乳がん検診のすすめ 細川かおる 2019/06/24

ボタン電池の使用上の注意 松本　由美 2019/07/01

元号オモシロ話 中村　敏子 2019/07/08

何回目のブーム？ 大人気タピオカ 松田　環 2019/07/16

実践してみよう！ アンガーマネジメント 中村　隆 2019/07/22

海外旅行でトラブル発生！ その時どうする？ 細川かおる 2019/07/29

知ってるようで知らない富士山 佐々木克彦 2019/08/05

マナーを守って楽しく撮影！ 早川　大輔 2019/08/13

命の門番「ゲートキーパー」 中村　敏子 2019/08/19

避難はいつする？ 警戒レベルの見方 松田　環 2019/08/26

ＳＤＧｓって何だろう？？？ 中村　隆 2019/09/02

お月見は十五夜以外にもできる？！ 佐々木克彦 2019/09/09

カセットコンロの危険な使い方 中村　敏子 2019/09/17

朝から肩がこっている原因は？ 松本　由美 2019/09/24

旧優生保護法に関する情報～一時金給付について～ 細川かおる 2019/09/30
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利用区分 分類番号 数量 作品名 キ ャ ス タ ー 放送年月日

とっても痛～い、帯状疱疹と帯状疱疹後神経痛 中村　　隆 2019/10/07

インフルエンザにかかったら、いつまで休めばいいの？ 松田　　環 2019/10/15

もしものために登録しよう！～Ｎｅｔ119緊急通報システム～ 中村　敏子 2019/10/21

歴史を紐解いて、オリンピックをより楽しく！ 早川　大輔 2019/10/28

幼児教育・保育無料化がはじまりました 松本　由美 2019/11/05

インフルエンザの予防にお口のお手入れ？！ 細川かおる 2019/11/11

かまぼこにはいろいろあるけれど宮城県といえば笹かまぼこ！ 松田　　環 2019/11/18

社会の厳しい目が力になる「ブラック企業大賞」 中村　　隆 2019/11/25

チキンをキチンと焼きましょう 佐々木克彦 2019/12/02

知ってほしい、子ども用車いすのこと 中村　敏子 2019/12/09

日の出が遅くて入りが早い？ 冬至知恵袋 松本　由美 2019/12/16

お正月太りをストップ！ 細川かおる 2019/12/23

男性の皆さん、風しんの抗体はありますか？ 中村　　隆 2020/01/14

運転中のスマホ等、罰則強化される！ 中村　敏子 2020/01/20

もしものための１１０番アプリ 松田　　環 2020/01/27

鬼は～そと！ 福は～うち！ 佐々木克彦 2020/02/03

ペットボトルの水は賞味期限が過ぎても飲める？ 早川　大輔 2020/02/10

デジタル遺品ってどうしたらいい？ 松本　由美 2019/02/12

最近の詐欺メールは怪しくない？！ 中村　敏子 2020/02/25

今年は増えるかも？！ うっかり失効 細川かおる 2020/03/02

備えてる？ 災害時のトイレ 中村　　隆 2020/03/09

海水浴中に津波警報が！ 聴覚障害者への伝え方は？ 松田　　環 2020/03/16

転居時の原状回復義務って？ 早川　大輔 2020/03/23

そこが知りたい！ 新型コロナウイルスQ＆A 中村　敏子 2020/03/30

利用区分 分類番号 数量 作品名 キ ャ ス タ ー 放送年月日

デマに惑わされないで！ 細川かおる 2020/04/06

パートタイム・有期雇用労働法が施行されます 佐々木克彦 2020/04/13

かかりつけ薬剤師を活用しよう！ 松本　由美 2020/04/20

在宅の時間を健康に過ごそう！ 中村　敏子 2020/04/27

注文してないマスクが送られてきた！ どうしたらいいの？ 中村　敏子 2020/05/01

三陸沿岸道、全線開通が待ち遠しい！ 中村　敏子 2020/05/11

障害者に対する有料道路通行料割引の有効期限が延長 中村　敏子 2020/05/18

受動喫煙ゼロを目指して、マナーからルールへ 中村　敏子 2020/05/25

時間外労働をするなら「３６協定」が必要です 中村　敏子 2020/06/01

手洗いは大切！ 一番初めに提唱した人は･･･ 細川かおる 2020/06/08

電車に忘れ物をした！ どうしよう･･･ 中村　　隆 2020/06/15

ゴースト血管は改善できる！ 松田　　環 2020/06/22

うちの子は大丈夫？！ 子どものゲーム依存症 松本　由美 2020/06/29

もうレジ袋はもらいません！ 佐々木克彦 2020/07/06

COCOAと言っても飲み物じゃない、新型コロナウイルス接触確認アプリ 細川かおる 2020/07/13

知ってるつもり？！ 正しい水分補給の方法 中村　敏子 2020/07/20

みやぎアラート運用開始！ 細川かおる 2020/07/27

夏の暑さに負けないスパイス活用術 早川　大輔 2020/08/11

良く知って賢く使おう、キャッシュレス 松田　　環 2020/08/17

心と身体に効くアロマテラピー 中村　敏子 2020/08/24

知らないのは自分だけ？！ いびきのこと 佐々木克彦 2020/08/31

「自分は大丈夫！」は本当に大丈夫？！ 細川かおる 2020/09/07

コグニサイズで認知症予防！ 松本　由美 2020/09/14

1分でも外して！ マスクトラブルの対処法 中村　敏子 2020/09/23

義務化から約10年･･･火災警報器の点検はしていますか？
細 川 か
お る

2020/09/28
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