
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などなどなどなど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ましたましたましたました！！！！    

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    
    

    

１１１１    離乳食教室（28 年３月生まれ） ２２２２    こどもサロン 
３３３３     ４４４４ きっぴんきっず スマイル  ５５５５      ６６６６    １歳６か月児健診 （26 年 12 月生）  なかよし広場     

７７７７    蛸ちゃん広場 うめっこひろば ３歳児健診（24 年12 月生まれ） はじはじはじはじめてさんのめてさんのめてさんのめてさんの日日日日    
８８８８    ママサロン（すくすくルーム／１歳まで）  7 か月健康相談（27年 11 月生まれ） 

９９９９    おはなしパレード 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    inininin おたすけおたすけおたすけおたすけ（（（（末崎末崎末崎末崎））））    
１０１０１０１０        １１１１１１１１    きっぴんきっず     １１１１２２２２    ケロケロひろば ほしっこクラブ      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 inininin鴎鴎鴎鴎（（（（大船渡大船渡大船渡大船渡）））） 

１１１１３３３３    ぴーちゃん広場 なかよし広場 １１１１４４４４    蛸ちゃん広場 めいちゃん広場  コミュニティダンスコミュニティダンスコミュニティダンスコミュニティダン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！！！！    

１５１５１５１５    のびっこ教室 乳幼児学級② わんぱくひっころ  
１６１６１６１６    こどもサロン         ママのためのヨガママのためのヨガママのためのヨガママのためのヨガ教室教室教室教室（（（（YSYSYSYS センターセンターセンターセンター））））    

１７１７１７１７        １１１１８８８８    海海海海のののの日日日日     
    

１９１９１９１９            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 inininin    とみおかとみおかとみおかとみおか（（（（立根立根立根立根））））    ２０２０２０２０ なかよし広場     ママのためのママのためのママのためのママのための姿勢姿勢姿勢姿勢講座講座講座講座（（（（YSYSYSYS センターセンターセンターセンター））））    ２２２２１１１１    蛸ちゃん広場 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    ２２２２２２２２    ママサロン（すくすくルーム／１歳まで） ２２２２３３３３    こどもサロン ぽかぽかひろば おはなしパレード    
２２２２４４４４    

    

    

３１３１３１３１    ２５２５２５２５    きっぴんきっず ２６２６２６２６    ケロケロひろば 
    

２７２７２７２７    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 inininin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    ２８２８２８２８    蛸ちゃん広場    

２９２９２９２９    ３０３０３０３０    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 ininininさんそんさんそんさんそんさんそん（（（（越喜来越喜来越喜来越喜来））））    ※おでかけひろばは各会場とも１０時～１２時の開催です。身長・体重も測れますのでお気軽にお越しください！ 
開催場所については社協までお問い合わせください。 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 №９０ H２８.６．２３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７７７７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）））） TEL ２７―１５８１    乳幼児健診、パパママ教室などの実施、母子手帳交付、子育て等に関する相談を行っています。 集団集団集団集団健診健診健診健診のののの会場会場会場会場はははは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でででですすすす。。。。 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週以降の方対象。 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…………言葉や行動、身体の発達に心配のある就学前のお子さんを対象としています。のびっこ教室は健康推進課、ひまわり教室は子ども課までお問い合わせください。 

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 
☆☆☆☆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。お問合せ下さい。 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  
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 ９:３０～１１:００ 参加無料  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  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  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  
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  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  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  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  
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  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」」」」    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（８日、２２日）米崎コミセン（１５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 (月曜定休) 毎週土曜日の午後はこどもサロンです！ 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。 
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 ７月２１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。 



    

みんなでみんなでみんなでみんなで遊遊遊遊ぼうぼうぼうぼう！！！！    おしゃべりしようおしゃべりしようおしゃべりしようおしゃべりしよう！！！！    
わいわいステーションはわいわいステーションはわいわいステーションはわいわいステーションは、、、、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、、、、情報交換情報交換情報交換情報交換やややや相相相相

談談談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。。。。    
開館日時 毎週火曜日～土曜日１０：００～１６：００ 

（日・祝・年末年始を除きます。） 

場 所 大船渡ＹＳセンター（立根町字下欠 125-12） 

電話番号 ０１９２－２７－０００１ 

妊婦さんも大歓迎！赤ちゃんのいる暮らしってどんなかな？

って想像しながら遊びに来てね。 

はじめてさんのはじめてさんのはじめてさんのはじめてさんの日日日日    
７７７７日日日日（（（（木木木木））））10:0010:0010:0010:00～～～～16:0016:0016:0016:00     つどいの広場はいつでも利用できますが、行くタイミングがつかめなくて困っているというアナタ！！この日を狙って来てみてはいかが？ 

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！！！！    

14141414 日日日日（（（（木木木木））））10:3010:3010:3010:30～～～～12:0012:0012:0012:00 子どもから大人まで誰でもできる！『コミュニティダンス』の体験プログラムです。 申込み不要。飲み物、タオルを忘れずに。 
ママのためのヨガママのためのヨガママのためのヨガママのためのヨガ教室教室教室教室    
16161616 日日日日（（（（土土土土））））10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00    会場の都合上、前日までにお申し込みください。動きやすい服装で来てね！ もちもの…ヨガマット（大きめバスタオル、飲み物、汗拭きタオル） 

 

ママのためのママのためのママのためのママのための姿勢講座姿勢講座姿勢講座姿勢講座    
20202020 日日日日（（（（水水水水））））    10:3010:3010:3010:30～～～～11:3011:3011:3011:30    腰痛肩こりなどのカラダの不調は姿勢の歪みが原因かも…！姿勢についての正しい知識を学び、元気に楽しく子育てしましょう～！予約不要です。 

 

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    
21212121 日日日日（（（（木木木木））））12:3012:3012:3012:30～～～～13:0013:0013:0013:00    

 普段なかなか聞けないことや気になることなどスタッフと一緒にお昼を食べながらお話ししましょう！ 
 

そのそのそのその月月月月にににに 1111 歳歳歳歳のおのおのおのお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えたえたえたえたおおおお子子子子

さんにさんにさんにさんにバースディカードバースディカードバースディカードバースディカードををををプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントしししし

ていますていますていますています！！！！    月末に発送しています。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。 

★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。しっかり治してから遊びましょう！！ 



    

わいわいステーションには、 

何でも話せる子育子育子育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と相談員相談員相談員相談員がいます！！ 

27 年度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

紹介したりしています。 

 「どこに相談していいかわからない」「こんなことで相談していい 

のかな？」と思うことがあってもわいわいステーション 

ならお子さんを遊ばせながら気軽に相談できます！ 

困ったことは専門員（近藤）または相談員（三宅）までどうぞ 
毎月 1 回、助産師さんも遊びに来てくれています。（不定期） 

助産師さんへの質問も受け付けています～！ 

ファミリーサポートセンターをファミリーサポートセンターをファミリーサポートセンターをファミリーサポートセンターを使使使使ってみませんかってみませんかってみませんかってみませんか？？？？     育児の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、ファミリーサポ

ートセンターが仲介して会員同士が支えあいます。 

 通院通院通院通院や上上上上のののの子子子子のののの学校行事学校行事学校行事学校行事でお子さんを連れていけないとき。子子子子

育育育育てのてのてのての疲疲疲疲れをリフレッシュしたいときれをリフレッシュしたいときれをリフレッシュしたいときれをリフレッシュしたいときなど、講習を受けたあずか

り会員さんがあずかってくれます。 

費用はお子さん一人につき１時間５００円～。 

利用するにはまず会員登録を～！ 

詳しいことは、わいわいステーションにいるファミサポアドバイザー

（宇部）までどうぞ！！ 

 

ひとりで 

悩まないでね 

 ６月の子育て講習会は、広場を利用しているママ

が先生となって「季節の壁飾り」を作りました。マ

マが折り紙でカエルとかたつむりを作り、子どもた

ちがあじさいを作って紙皿に貼りつけました。 

ジメジメ雨降り 

でも、おうちで 

楽しく遊べそう 

ですね。 ママと子どもたちの 力作がこちら→ 


