
つどいのつどいのつどいのつどいの広場広場広場広場とととと、、、、市内市内市内市内のののの子育子育子育子育てててて支援支援支援支援団体団体団体団体のののの活動日活動日活動日活動日をカレンダーにしをカレンダーにしをカレンダーにしをカレンダーにしてててて紹介紹介紹介紹介ししししていていていていますますますます！！！！    

つどいのつどいのつどいのつどいの広場以外広場以外広場以外広場以外のののの利用申利用申利用申利用申しししし込込込込み・み・み・み・問問問問いいいい合合合合わせはわせはわせはわせは、、、、裏面記載裏面記載裏面記載裏面記載のののの各団体各団体各団体各団体あてにおあてにおあてにおあてにお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

日日日日    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    土土土土    
おおふなと子育て応援サイト「つばきっ

ず」が始まりました。市内の子育て情報

を調べることができますよ。 

https://www.tsubakids.jp/ 

１１１１        １歳６か月児健診 なかよし広場（綾） ２２２２    7 か月健康相談 蛸ちゃん広場 ※※※※初初初初めてさんのめてさんのめてさんのめてさんの日日日日    ３３３３    離乳食教室 ４４４４    こどもサロン 
    

５５５５     ６６６６ きっぴんきっず  ７７７７    ほしっこクラブ   ８８８８    ３歳児健診 なかよし広場 ※※※※コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティダンダンダンダンススススにチャレンジにチャレンジにチャレンジにチャレンジ！！！！    
９９９９    蛸ちゃん広場 ※※※※ハグモミハグモミハグモミハグモミ    １０１０１０１０    ママサロン（すくすくルーム） うめっこひろば １１１１１１１１    おはなしパレード こどもサロン     

１２１２１２１２        １１１１３３３３    きっぴんきっず スマイル     １１１１４４４４    ※※※※おでかけひろばおでかけひろばおでかけひろばおでかけひろば    ケロケロひろば １１１１５５５５    ぴーちゃん広場 わんぱくひっころ なかよし広場 １１１１６６６６    ※※※※おおおお仕事相談会仕事相談会仕事相談会仕事相談会 ※※※※わいわいトークわいわいトークわいわいトークわいわいトーク    蛸ちゃん広場 めいちゃん広場    

１７１７１７１７    のびっこ教室 乳幼児学級 ※※※※おでかけひろばおでかけひろばおでかけひろばおでかけひろば １８１８１８１８    こどもサロン ※※※※おでかけひろばおでかけひろばおでかけひろばおでかけひろば 
１９１９１９１９    父父父父のののの日日日日    ２０２０２０２０    きっぴんきっず 

    

２１２１２１２１    ほしっこクラブ ２２２２２２２２ なかよし広場 ※※※※おでかけひろばおでかけひろばおでかけひろばおでかけひろば ２２２２３３３３    蛸ちゃん広場 ぽかぽかひろば    ２２２２４４４４    ママサロン（すくすくルーム） ２２２２５５５５    こどもサロン ※※※※おでかけひろばおでかけひろばおでかけひろばおでかけひろば    
２６２６２６２６    

        ２７２７２７２７    きっぴんきっず ２８２８２８２８    ケロケロひろば 
    

２９２９２９２９    なかよし広場    

３０３０３０３０    蛸ちゃん広場    

 ☆☆☆☆☆☆☆☆カレンダーのカレンダーのカレンダーのカレンダーの見方見方見方見方☆☆☆☆☆☆☆☆日・月・祝日は、わいわいステーションはお休みです。「離乳食教室」「スマイル」「きっぴんきっず」などの表示は健診やサークル、保育園の園開放日などです。会場や時間などを問い合わせ先一覧で確認してから参加してくださいね。※印のイベントの詳細は中ページをご覧ください。 地域子育て支援センター おひさまおひさまおひさまおひさま広場広場広場広場（猪川保育園） TEL ２６－３２１２ 月～金 9:00～12:00／13:00～15:00 
地域子育て支援センター ひだまりひだまりひだまりひだまり（大船渡保育園） TEL ２７-７５０７ 月～金 9:30～12：00／13:30～15:30 

子育て支援センター すくすくルームすくすくルームすくすくルームすくすくルーム（こそだてシップ） TEL ４７－５６８９ （サンリア２階）水曜定休10;00～16:00（祝日開館） 
子育て支援ルームあおぞらあおぞらあおぞらあおぞら （福祉の里センター） TEL ２７－０２９４ 年中無休年中無休年中無休年中無休 10:00～16:00 （（（（スタッフはおりませんスタッフはおりませんスタッフはおりませんスタッフはおりません））））        

大船渡市社会福祉協議会大船渡市社会福祉協議会大船渡市社会福祉協議会大船渡市社会福祉協議会 大船渡市立根町字下欠１２５－１２ YS センター内 №８９ H２８.５．２１発行    TEL:0192-27-0001   FAX:0192-27-0800 http://ofunato-shakyo.com/  mail:ooshakyo@cocoa.ocn.ne.jp 

つどいの広場お休み 
つどいの広場お休み 

つどいのつどいのつどいのつどいの広場広場広場広場＆＆＆＆子育子育子育子育てててて相談室相談室相談室相談室わいわいステーションわいわいステーションわいわいステーションわいわいステーション    

子育子育子育子育てててて支援情報支援情報支援情報支援情報    ６６６６月号月号月号月号    

つどいの広場お休み 

つどいの広場お休み 



大船渡市内大船渡市内大船渡市内大船渡市内のののの子育子育子育子育てててて支援支援支援支援団体問団体問団体問団体問いいいい合合合合わわわわせせせせ先先先先一覧一覧一覧一覧    
大船渡市大船渡市大船渡市大船渡市健康推進課健康推進課健康推進課健康推進課（（（（母子保健係母子保健係母子保健係母子保健係））））    
会場会場会場会場：：：：保健介護保健介護保健介護保健介護センターセンターセンターセンターTEL ２７―１５８１ 離乳食教室離乳食教室離乳食教室離乳食教室…H２８年２月生 7777 かかかか月児健康相談月児健康相談月児健康相談月児健康相談…H２７年１０月生 １１１１歳歳歳歳６６６６かかかか月児健診月児健診月児健診月児健診…H２６年１１月生 ３３３３歳児健診歳児健診歳児健診歳児健診…H２４年１１月生 パパママパパママパパママパパママ教室教室教室教室…妊娠１６週以降の方 のびっこのびっこのびっこのびっこ教室教室教室教室＆＆＆＆ひまわりひまわりひまわりひまわり教室教室教室教室…………利用については、お問い合わせください。※発達などの相談も受け付けます。 

子育子育子育子育てのてのてのての不安不安不安不安・・・・悩悩悩悩み・み・み・み・心配心配心配心配困困困困りごとのりごとのりごとのりごとの相談相談相談相談窓口窓口窓口窓口    ☆児童家庭支援児童家庭支援児童家庭支援児童家庭支援センターセンターセンターセンター大洋大洋大洋大洋    TEL２１－３１３０ ☆大船渡市役所大船渡市役所大船渡市役所大船渡市役所子子子子どもどもどもども課課課課    TEL２７－３１１１内線 192 ☆市役所健康推進課市役所健康推進課市役所健康推進課市役所健康推進課 TEL ２７－１５８１ ☆大船渡保健所大船渡保健所大船渡保健所大船渡保健所   TEL ２７‐９９１３  ☆こどものこどものこどものこどもの救急相談電話救急相談電話救急相談電話救急相談電話（１９：００～２３：００・年中無休） TEL ０１９－６０５－９０００（または＃8000） ☆☆☆☆大船渡市社会福祉協議会子育大船渡市社会福祉協議会子育大船渡市社会福祉協議会子育大船渡市社会福祉協議会子育てててて支援専門員支援専門員支援専門員支援専門員    TEL ０８０－９２５９－８１０１ 
☆☆☆☆おおふなとおおふなとおおふなとおおふなと子育子育子育子育てててて応援応援応援応援サイトサイトサイトサイト「「「「つばきっずつばきっずつばきっずつばきっず」」」」    https://www.tsubakids.jp/https://www.tsubakids.jp/https://www.tsubakids.jp/https://www.tsubakids.jp/    

猪川保育園病後児保育猪川保育園病後児保育猪川保育園病後児保育猪川保育園病後児保育いまでっこいまでっこいまでっこいまでっこ TEL 26-3212    ※事前登録などの手続きが必要です。猪川町轆轤石 34-1 盛保育園盛保育園盛保育園盛保育園ぴーちゃんぴーちゃんぴーちゃんぴーちゃん集集集集いのいのいのいの広場広場広場広場 TEL 26－3020    １０：００～１１：３０ 参加無料 盛町字沢川 47-1 
赤崎保育園赤崎保育園赤崎保育園赤崎保育園「「「「ぽかぽかひろばぽかぽかひろばぽかぽかひろばぽかぽかひろば」」」」            TEL 26-2644 ６月から始まります。 参加無料 赤崎町字山口 80-14 日頃市保育園日頃市保育園日頃市保育園日頃市保育園「「「「わんぱくひっころわんぱくひっころわんぱくひっころわんぱくひっころ」」」」 TEL 28-2340 ９：３０～１１：００ 参加無料 日頃市町字関谷 34 蛸蛸蛸蛸のののの浦保育園浦保育園浦保育園浦保育園「「「「たこちゃんひろばたこちゃんひろばたこちゃんひろばたこちゃんひろば」」」」   TEL 27-9847    ９:３０～１１：００ 参加無料 赤崎町字鳥沢 62-2 綾里綾里綾里綾里こどもこどもこどもこども園園園園「「「「なかよしなかよしなかよしなかよし広場広場広場広場」」」」    TEL 42-2224 ９：３０～１１：００ 参加無料 三陸町綾里字中曽根 113-1 
海海海海のののの星幼稚園星幼稚園星幼稚園星幼稚園「「「「ほしっこクラブほしっこクラブほしっこクラブほしっこクラブ」」」」        TEL 26-5222 ９：３０～１１：３０ 参加無料 大船渡町字地ノ森 47-3 吉浜吉浜吉浜吉浜こどもこどもこどもこども園園園園「「「「なかよしなかよしなかよしなかよし広場広場広場広場」」」」    TEL 45-2320 ９：３０～１１：００ 参加無料 三陸町吉浜字扇洞 186 立根保育園立根保育園立根保育園立根保育園「「「「ケロケロひろばケロケロひろばケロケロひろばケロケロひろば」」」」             TEL 26-3645    １０：００～１１：３０ 参加無料 立根町字関谷 58-1 明和保育園明和保育園明和保育園明和保育園「「「「めいちゃんめいちゃんめいちゃんめいちゃん広場広場広場広場」」」」    TEL 26-2640 ９：３０～１１：００ 参加無料 大船渡町字上山 65-3 
末崎保育園末崎保育園末崎保育園末崎保育園「「「「うめっこひろばうめっこひろばうめっこひろばうめっこひろば」」」」   TEL 29-3826 ９：３０～１１：００ 参加無料 末崎町字鶴巻 88-2 大船渡市立中央公民館大船渡市立中央公民館大船渡市立中央公民館大船渡市立中央公民館    「「「「乳幼児学級乳幼児学級乳幼児学級乳幼児学級」」」」    申込み期間５/20～６/３ 参加費 2,000 円 TEL 26-3166 
大船渡市立図書館大船渡市立図書館大船渡市立図書館大船渡市立図書館おはなしパレードおはなしパレードおはなしパレードおはなしパレード TEL26-4478    毎月第２・４土曜日 10:30～11:00 （読み聞かせ） NPONPONPONPO 法人法人法人法人こそだてシップこそだてシップこそだてシップこそだてシップ TEL４７－５６８９ ☆ママサロン（10:00～15:00）☆妊婦さん、１歳までのお子さんとご家族対象。参加費（100 円～）が必要です。 サンリア（１０日、２４日）米崎コミセン（１７日） 子育子育子育子育てサークルてサークルてサークルてサークル「「「「きっぴんきっずきっぴんきっずきっぴんきっずきっぴんきっず」」」」    吉浜拠点センター    TEL 45－2520（白木澤さん） 毎週月曜日 10:00～12:00 のびのびのびのびのびのびのびのび子育子育子育子育てサポータースマイルてサポータースマイルてサポータースマイルてサポータースマイル    TEL26-2908 ・ 090-7065-8171（村上さん） 月１～２回 9:30～11:30 カメリアホール 参加費 200 円 育児育児育児育児サポートひよサポートひよサポートひよサポートひよ子子子子 TEL 090-2956-0211（細川さん） 有料で子どもの預かりを行うボランティアサークルです。（1 時間 800 円ほか） 
カリタスカリタスカリタスカリタス大船渡大船渡大船渡大船渡ベースベースベースベース「「「「地地地地ノノノノ森森森森いこいのいこいのいこいのいこいの家家家家」」」」    TEL 47-4737 (9:00～18:00)大船渡町字地ノ森 43-2 毎週土曜日こどもサロン開催 13:00～16:00 ハネウェルハネウェルハネウェルハネウェル居場所居場所居場所居場所ハウスハウスハウスハウス TEL 47-4049（木曜定休） 赤ちゃんからお年寄りまで地域の方が気軽に集まれる所です。（わらしっこ見守り隊もいます。）末崎町平林 54-1 
親親親親のののの会会会会「「「「ごようざんごようざんごようざんごようざん」」」」（月 1 回土曜日 14:00～16:00） お子さんの育ちが気になっている保護者の方の会です。参加費 100 円（茶菓代）※開催日はお問い合わせください。 問合せ 児童家庭支援児童家庭支援児童家庭支援児童家庭支援センターセンターセンターセンター大洋大洋大洋大洋    TEL21-3130 働働働働きたいきたいきたいきたい子育子育子育子育てママのためのてママのためのてママのためのてママのための    

ハローワークハローワークハローワークハローワーク出張出張出張出張おしごとおしごとおしごとおしごと相談会相談会相談会相談会     当日参加も可能ですが、事前に予約された方を優先に行いますのでご了承ください。※相談時間一人約３０分。 日 時 ６月１６日（木）１０:３０～１２:００          場 所 つどいの広場                                                              【【【【申込申込申込申込・・・・問合問合問合問合せせせせ】】】】        ハローワークハローワークハローワークハローワーク大船渡大船渡大船渡大船渡        ℡℡℡℡    ２７２７２７２７－－－－４１６５４１６５４１６５４１６５         
おはなしころりんおはなしころりんおはなしころりんおはなしころりん「「「「おはなしサロンおはなしサロンおはなしサロンおはなしサロン」」」」    盛町字舘下 4－3－3  TEL 47－3931 開館日時 月・火・木・土・日 10:00～16:00 読み聞かせや絵本の貸し出しなどを行っています。お気軽にお越しください。 



    

        
        
わいわいステーションわいわいステーションわいわいステーションわいわいステーションはははは、、、、乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児のののの子育子育子育子育てててて中中中中のののの方方方方がががが、、、、気軽気軽気軽気軽にににに集集集集いいいい交流交流交流交流しししし、、、、情情情情
報交換報交換報交換報交換やややや相談相談相談相談ができるができるができるができる『『『『地域子育地域子育地域子育地域子育てててて支援拠点支援拠点支援拠点支援拠点』』』』ですですですです。。。。    
    
乳幼児の子育て中の方なら、市内外を問わずご利用いただけます。時間内ならいつ来ていつ帰って

も大丈夫です。みんなで楽しく遊びましょう。お気軽にお越しください。 

開館日時 毎週火曜日～土曜日１０：００～１６：００（日・月・祝日・年末年始を除く） 

開設場所 大船渡ＹＳセンター（立根町字下欠 125-12／下記地図参照） 
    

★利用するときは、受付でお名前を記入し、名札を受け取ってください。 

（初めての方は『初回受付票』の記入をお願いします。） 
★★★★安心安心安心安心してしてしてして遊遊遊遊ぶためにぶためにぶためにぶために、、、、おうちのおうちのおうちのおうちの方方方方のののの目配目配目配目配り・り・り・り・気配気配気配気配りをおりをおりをおりをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    怪我や事故のないようにお互いに気を付けましょう。 
★広場内での政治・宗教・物品販売などの勧誘は禁止しています。    

★広場では、１２時～１３時までもぐもぐコーナーでお昼を食べることが出来ます。 

それ以外の時間は、エントランスホールをお使いください。（おっぱい・ミルクはいつでも OK） 

※※※※１１１１２２２２時時時時～～～～１３１３１３１３時時時時はははは、、、、スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの休憩時間休憩時間休憩時間休憩時間ですですですです。。。。遊ぶときはおうちの方が十分に気をつけてくださいね。 

☆☆☆☆妊婦妊婦妊婦妊婦さんのさんのさんのさんの見学大歓迎見学大歓迎見学大歓迎見学大歓迎ですですですです！！！！出産後出産後出産後出産後のののの生活生活生活生活をイメージしながらをイメージしながらをイメージしながらをイメージしながら遊遊遊遊びにびにびにびに来来来来てくださいねてくださいねてくださいねてくださいね。。。。    

★お子さんやご家族が感染性疾患（インフルエンザ、とびひ、おたふくなど）にかかっている場合は利用

を控えてくださいね。 

【【【【利用者支援事業利用者支援事業利用者支援事業利用者支援事業】】】】    

☆27 年 4 月から利用者支援事業利用者支援事業利用者支援事業利用者支援事業を行っています。子育て中のさまざまな悩みや困りごとなどについて、

一人一人に寄り添い、必要な情報を調べたり支援機関を紹介したりします。電話でもつどいの広場でお

子さんを遊ばせながらの相談もできます。ぜひ、ご利用ください。 

相談対応日時 毎週火曜日～土曜日 ８：３０～１７：００（電話に出れない場合もありますのでご了承ください。） 
利用者支援専門員携帯 ０８０－９２５９－８１０１ 

社会福祉法人大船渡市社会福祉協議会 ０１９２－２７－０００１（代） 

 

ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター    

会員募集中会員募集中会員募集中会員募集中！！！！！！！！    
子育てを応援してほしい人と応援できる人が

会員登録会員登録会員登録会員登録をし、会員相互で子育てを応援します。 

詳しくは大船渡市社会福祉協議会まで、お気

軽にお問い合わせください。 

 

わいわいステーションからのわいわいステーションからのわいわいステーションからのわいわいステーションからの    

わいわいステーション、ファミサポは YS にあります。 ファミリーサポートセンター おねがい会員 あずかり会員 ① 依頼 ②連絡 
③事前打ち合わせ（アドバイザーが同席します。） ④援助活動・利用料支払い 



        
あなたのまちにあなたのまちにあなたのまちにあなたのまちに伺伺伺伺いますいますいますいます！！！！『『『『６６６６月月月月ののののおでかけひろばおでかけひろばおでかけひろばおでかけひろば』』』』    

    平成２８年度は市内市内市内市内５５５５カカカカ所所所所の会場で「おでかけひろば」を行います。ＹＳセンターまで来

るのが大変という方もお近くのおでかけひろばにお越しください。地域の方、孫育て中の

おばあちゃん、おじいちゃんの参加も大歓迎です！！ 

各会場各会場各会場各会場ともともともとも 10101010 時時時時～～～～12121212 時時時時までまでまでまで。。。。時間内自由参加時間内自由参加時間内自由参加時間内自由参加ですですですです。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。    

１４１４１４１４日日日日（（（（火火火火））））…………大船渡南地区大船渡南地区大船渡南地区大船渡南地区サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター鴎鴎鴎鴎    

１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金））））…………大船渡北地区大船渡北地区大船渡北地区大船渡北地区サポートセンターとみおかサポートセンターとみおかサポートセンターとみおかサポートセンターとみおか    

１８１８１８１８日日日日（（（（土土土土））））…………末崎地区末崎地区末崎地区末崎地区サポートセンターおたすけサポートセンターおたすけサポートセンターおたすけサポートセンターおたすけ    

２２２２２２２２日日日日（（（（水水水水））））…………カリタスカリタスカリタスカリタス大船渡地大船渡地大船渡地大船渡地ノノノノ森森森森いこいのいこいのいこいのいこいの家家家家    

２５２５２５２５日日日日（（（（土土土土））））…………三陸地区三陸地区三陸地区三陸地区サポートセンターさんそんサポートセンターさんそんサポートセンターさんそんサポートセンターさんそん    

ハグモミハグモミハグモミハグモミ    親子で一緒に♪ハグするようにモミモミする。モミモミしながらお話ししよう♪ 日 時 ６月９日（木）１０:３０～１１:３０  場 所 わいわいステーション 講 師 下川美幸さん（ハグモミさん） 参加費 無料  ／定 員 10 名 

赤ちゃんの身長、体重測れます！ お気軽にどうぞ！ 
はじめてさんはじめてさんはじめてさんはじめてさんのののの日日日日（（（（６６６６月月月月１１１１日日日日））））    つどいの広場は、いつでも気軽に利用できますが、初めての方は 「いつ行こう？」「お友だちできるかな？」と心配ですよね。 そんな方がもっと安心できるように「はじめてさんの日」を作りました。初めてママ同士仲良くしましょ♪いつも来るママも、初めてママさんと仲良くしてね！よろしくお願いします。 
わいわいトークわいわいトークわいわいトークわいわいトーク（（（（６６６６月月月月１６１６１６１６日日日日））））    ママとスタッフのおしゃべり時間。広場でやってほしいこと、気になること、普段聞きたいけど聞けないことなどお昼を食べながらいろいろお話ししましょう！（１２：３０～１３：００） 

バースディカードプレゼントバースディカードプレゼントバースディカードプレゼントバースディカードプレゼント    その月に 1歳のお誕生日を迎えるお子さんにバースディカードをプレゼントしています。（月末に発送します。住所変更などのある方はスタッフまで声をかけてくださいね。） 
 コミュニティダンスにチャレンジコミュニティダンスにチャレンジコミュニティダンスにチャレンジコミュニティダンスにチャレンジ！！！！    子どもから大人まで誰でもできる！地域の方と一緒に作る『コミュニティダンス』を体験してみませんか？申込み不要です。お気軽にお越しくださいね。 ① 6 月 8 日（水）②7月 14 日（木） 10:30～12:00 場所 YS センター教養娯楽室 講師 マニシアさん（振付師・ダンサー） 

岩手県共同募金会大船渡共同募金委員会と大船渡市社会福祉協議会では6月30日まで熊本地震災害義援金を受け付けています。引き続き皆さまのご協力をお願いしたします。 
毎月 1 回、助産師さんが遊びに来てくれています。（不定期）助産師さんへの質問や相談のある方はスタッフに声をかけてくださいね。 


