
日 月 火 水 木 金 土

１
・おでかけひろば

inおおふなぽーと

２
・3歳児健康診査

（H30.7月生）
・なかよし広場

（綾里・吉浜・
越喜来）

３
・はじめてさんの日

（Y･S）
・蛸ちゃん広場

４
・1歳児健康相談

（R3.1月生）
・カリタスのびのび

広場

５

６ ７
・きっぴん

きっず

８
・おでかけひろば・

介護のお仕事相談
inおおふなぽーと

・離乳食教室
（R3.10月生）

９
・健康相談会

（Y・S）
・なかよし広場
（綾里・越喜来）
・ぴーちゃん集いの

広場

10
・7か月児健康相談

（R3.6月生）
・蛸ちゃん広場
・ベビーサロン
（すくすくルーム）

11 12
・おはなし

パレード

13
・マタニティ

スクール
（すくすく

ルーム）

14
・きっぴん

きっず
・スマイル

15
・おでかけひろば

inおおふなぽーと
・ほしっこクラブ
・ぽかぽかひろば

16
・1歳6か月児健康

診査 (R2.7月生)
・なかよし広場

（綾里・吉浜・
越喜来）

・わんぱくひっころ

17
・子育て相談の日
・ハローワーク

お仕事相談会
（Y･S）

・蛸ちゃん広場
・めいちゃん広場

18
・おでかけひろば

ゆるり
inおおふなぽーと

・うめっこひろば

19

20

27

21
きっぴんきっず

28
きっぴんきっず

22
・おでかけひろば

inおおふなぽーと

23 24
・ママのためのヨガ

教室（Y･S）
・蛸ちゃん広場

25
・ベビーサロン
（すくすくルーム）
・カリタスのびのび

広場

26
・おはなし

パレード
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≪2月カレンダー ≫

つどいの広場お休み

つどいの広場＆子育て相談室わいわいステーション

子育て支援情報２月号

大船渡市の子育てに関する情報を掲載しています。 子育て支援サイト

つどいの広場では『お子さんやご家族が新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症にかかっ
ている場合』『来所の際の検温で37.5度以上ある場合』『お子さんは元気だけど通っている保育園など
が閉鎖になっている場合』のご利用をご遠慮いただいております。免疫力の弱い赤ちゃんや妊婦さんも
いらっしゃいますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

つどいの広場お休み

つどいの広場
お休み

新型コロナウィルス感染拡大等により、延期や中止になる場合があります。

事前に問合せをしてもらえるようお願いします。

つどいの広場お休み

つどいの広場
お休み

つどいの広場
10時30分開始

tel:0192-27-0001


★身体計測・成長記録カード作り
来所時いつでも、身長・体重を測って、
その日に撮った写真等を使って成長記録カードが作れます。
（つどいの広場で他のイベントを開催している時を除きます）

★働きたいママのためのハローワーク出張お仕事相談会
２月17日(木)10:00～11:30（予約された方優先となります）
ハローワーク大船渡 TEL 0192-27-4165に電話してください。

★はじめてさんの日…２月３日(木) 10:00～11:50、13:00～14:50
つどいの広場に興味のある方！気軽に遊びにいらして下さい！

つどいのひろば行事予定

★子育て相談の日
２月17日(木)  10:00～11:50、13:00～14:50

「 こんなこと聞いていいのかな？」なんて思わずに気軽に声をかけて下さい。

＜お知らせ＞
２月２日(水)のつどいの広場は、スタッフミーティングの
ため、10時30分から開始になります。

新型コロナウィルス感染拡大等により、延期や中止になる場合があります。

事前に問合せをしてもらえるようお願いします。

★健康相談会･･･２月９日(水) 10:20～11:50
場所 Y・Sセンター つどいの広場
講師 花崎 洋子さん (保健師)
赤ちゃんの健康、発達に関することを保健師と一緒にお話し
しましょう。個別相談等もできますのでぜひご参加ください。

～ママのためのヨガ教室 ～ 育児・家事で疲れた体をリフレッシュしましょう！

日 時 ２月24日(木) 10:15～11:45
場 所 Y・Sセンター 大会議室
講 師 小松英子さん(ヨガインストラクター)
定 員 10名程度 参加料 無料

持ち物 ヨガマット(バスタオル) 飲み物 汗拭きタオル マスク

※動きやすい服装でお越しください

【申 込】電話やLINEまたはつどいの広場スタッフへお声がけ下さい。

【託 児】つどいの広場で行います。10時頃お子さんをお連れ下さい。

～つどいの広場では、1歳のお誕生日を迎えたお子さんに
バースデーカードをプレゼントしています。待っててね！～



≪きっぴんきっず≫
2月のイベントはありません
※吉浜地区拠点センターでの自由遊びは毎週開催します

問い合わせ…080-6015-2520（白木澤さん）

≪ スマイル≫
『ひなまつり』～抹茶とお菓子をいただきます～
日時 ２月14日（月） 9:30～11:30
場所 カメリアホール（盛駅となり）

問い合わせ…080-6042-5711（蒲生さん）

子育てサークルさんの予定

・イベント等のお知らせの閲覧
・つどいの広場の利用の予約
（※LINEでの予約は前日までとし、

当日の予約は電話でお願いします）
・個別の育児相談にも応じます

★つどいの広場わいわいステーショご利用について

開設日時 毎週火曜日～土曜日（祝日・年末年始を除く）

午前の部 10:00～11:50（15名まで）

午後の部 13:00～14:50（15名まで）

※事前に電話・LINE等で予約をしてください。

0192-27-0001（大船渡市社会福祉協議会）

080-1660-2990（つどいの広場直通電話）

※また、子育て相談等は相談専用電話（0192-27-0017）

やLINEでも受け付けております。

おでかけひろば・おでかけひろば～ゆるり～にあそびに来てね！

開催場所 おおふなぽーと（防災観光交流センター）2階和室

★おでかけひろば

開催日時 ２月 １日・８日・15日・22日（毎週火曜日）

10:00～11:50、13:00～14:50

★おでかけひろば～ゆるり～

開催日時 ２月18日(金) 10:00～11:50

※先天性疾患、低体重出生児、発達障がいなど

配慮が必要なお子さんと おうちの方のための出張広場です。

≪つどいの広場 ＬＩＮＥ公式アカウント≫

社協では、身近な場所で
子育て支援等の情報提供や

相談・援助を行う「利用者支援事
業」を実施しています。

気になることがありましたら、
お気軽にご相談ください。

つどいの広場がある
Ｙ・Ｓセンターはここです！

身長体重も
測れます



大船渡市内の子育て支援団体一覧表（問い合わせ先）

団体名（ひろば名） 連絡先・住所など 活動内容など

子育てサークルきっぴんきっず
TEL 080-6015-2520
（白木澤さん）

場所：吉浜地区拠点センター
日時：毎週月曜日10:00～12:00 

のびのび子育てサポーター
スマイル

TEL 080-6042-5711
（蒲生さん） 月１回月曜日 9:30～11:30

ハネウェル居場所ハウス
TEL 0192-47-4049
末崎町字平林54-1

地域の方が気軽に集まれる場所です
（木曜定休：末崎中学校そば）

カリタス大船渡ベース地ノ森いこいの家

カリタスのびのび広場

TEL 0192-47-4737
大船渡町字地ノ森43-2

ママと子ども達が気軽に集まれる場所です
（第２第４金曜日 2:00～3:30）※海の星幼稚園そば

親の会ごようざん
TEL 090-5238-4690

（佐々木さん）
お子さんの育ちが気になっている保護者の方の会です
（開催日は問合せを）

NPO法人おはなしころりん
「おはなしサロン」

TEL 0192-47-3931
盛町字舘下4-3-3

月・火・金・土 10:00～16:00 
絵本の貸し出し・読み聞かせイベント等

海の星幼稚園 ほしっこクラブ
TEL 0192-26-5222
大船渡町地の森47-3 月１～２回火曜日 9:30～11:30 参加無料

盛こども園 ぴーちゃん集いの広場
TEL 0192-26-3020
盛町字沢川47-1 月１～２回水曜日 10:00～11:30 参加無料

明和保育園 めいちゃん広場
TEL 0192-26-2640
大船渡町字上山65-3 月１回木曜日 10:00～10:50 参加無料

末崎こども園 うめっこひろば
TEL 0192-29-3826
末崎町字鶴巻88-2 月１回 9:30～11:00 参加無料

あかさきこども園 ぽかぽかひろば
TEL 0192-26-2644
赤崎町字山口15-1

月１回 9:30～11:00 参加無料（要予約）

蛸ノ浦保育園 蛸ちゃん広場
TEL 0192-27-9847
赤崎町字鳥沢62-2 毎週木曜日 9:30～11:00 参加無料

いかわこども園
病後児保育いまでっこ

TEL 0192-26-3212
猪川町字ろくろ石34-1

※事前登録が必要です
詳しくはお問い合わせください

立根こども園 ケロケロひろば
TEL 0192-26-3645
立根町字関谷58-1

月１～２回 10:00～11:30 参加無料
2月と3月は開催しません

日頃市保育園 わんぱくひっころ
TEL 0192-28-2340
日頃市町字関谷34 第３水曜日 9:30～11:00 参加無料

綾里こども園 なかよし広場
TEL 0192-42-2224
綾里字中曽根113-1 水曜日 10:00～11:00 参加無料

吉浜こども園 なかよし広場
TEL 0192-45-2320
吉浜字扇洞186

水曜日 9:30～11:00 参加無料

越喜来こども園 なかよし広場
TEL 0192-44-3080
越喜来字小出24-24

水曜日 9:30～11:00 参加無料

つどいの広場以外で週5日～毎日開いている支援センターなどはこちらです↓詳細についてはお問い合わせ下さい

地域子育て支援センター
おひさま広場
（いかわこども園）
TEL 0192-26-3212
月～金 10:00～12:00/

13:00～15:00
要電話予約（当日申込みも受け付

けます）午前午後とも３組まで
※電話での相談は受け付けます
育児相談専用電話
0192-27-8700

地域子育て支援センター
ひだまり（大船渡保育園）
TEL 0192-27-7507
月～金 10:00～12:00/

13:00～15:00
要電話予約
※電話での相談は受け付けます
月～金 9:00～17:00）

子育て支援センター
すくすくルーム（NPO法人
こそだてシップ/サンリア）
TEL 0192-47-5689
土曜・第２木曜午後定休
（日祝日開館）

10:00～12:00/
13:00～15:00

午前午後とも10人まで
※電話での相談は受け付けます
（9:30～16:00）

子育て支援ルーム
あおぞら
（福祉の里センター）
TEL  0192-27-0294
年中無休

10:00～12:00/
13:00～15:00

午前午後とも12名まで
マスクを着用して下さい
（３歳以上）
※スタッフはおりません

新型コロナウィルス感染拡大等により、延期や中止になる場合があります。

事前に問合せをしてもらえるようお願いします。


