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大船渡市社会福祉協議会

つどいの広場
つどいの広場と
広場と、市内の
市内の子育て
子育て支援団体
支援団体の
団体の活動日をカレンダーにし
活動日をカレンダーにして
をカレンダーにして紹介し
紹介しています
ています！
ます！
つどいの広場以外
つどいの広場以外の
広場以外の利用申し
利用申し込み・問
み・問い合わせは、
わせは、裏面記載の
裏面記載の各団体あてにお
各団体あてにお願
あてにお願いします。
いします。
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支援者向け きっぴんきっず 離乳食教室
ぽかぽかひろば 建国記念の
建国記念の日
研修会
※おでかけひろば なかよし広場(吉)
３歳児健診
つどいの広場お休み
つどいお休み
きっぴんきっず ※おでかけひろば なかよし広場
スマイル
うめっこ広場
つどいの広場お休み
わんぱくひっころ

※おでかけひろば おはなしパレード
こどもサロン
※おでかけひろば

たこちゃんひろば のびっこ教室
めいちゃんひろば
※お仕事相談会

きっぴんきっず ほしっこクラブ
なかよし広場（吉） たこちゃんひろば ママサロン
パパママ教室（昼） ぴーちゃん広場
つどいの広場お休
ファミサポ交流会

（サンリア）

こどもサロン
※ママのヨガ教室
ママのヨガ教室
おはなしパレード
こどもサロン

日・月・祝日は、わいわいステーションはお休みです。「離乳
きっぴんきっず 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。
つどいの広場お休み

２８

２９

地域子育て支援センター

おひさま広場
おひさま広場（猪川保育園）

２６－３２１２
月～金 9:00～12:00／
13:00～15:00
TEL

☆☆カレンダーの
☆☆カレンダーの見方
カレンダーの見方☆☆
見方☆☆

地域子育て支援センター
ひだまり（大船渡保育園）

TEL ２７-７５０７
月～金 9:30～11:30／
13:30～15:00

子育て支援センター
すくすくルーム（こそだてシップ）

TEL ４７－５６８９

（サンリア２階）月～土 10;00
～16:00（祝日も開館）

子育て支援ルームあおぞら

（福祉の里センター）
TEL ２７－０２９４
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）

大船渡市内の
大船渡市内の子育て
子育て支援団体問
支援団体問い
団体問い合わせ先一覧
大船渡市健康推進課
大船渡市健康推進課（母子保健係）
母子保健係）
会場：
保健介護センター
会場
：保健介護
センター

TEL ２７―１５８１
離乳食教室…H２７年１０月生
7 か月児健康相談…H２７年６月生
１歳６か月児健診…H２６年７月生
３歳児健診…H２４年７月生
パパママ教室
パパママ教室…妊娠１６週以降の方
のびっこ教室
のびっこ教室＆
教室＆ひまわり教室
ひまわり教室…
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。
猪川保育園病後児保育いまでっこ
猪川保育園病後児保育いまでっこ 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
赤崎保育園「
TEL 26-2644
赤崎保育園「ぽかぽかひろば」
ぽかぽかひろば」
９:３０～１１：００ 参加無料 赤崎町字山口 80-14
蛸の浦保育園「
TEL 27-9847
浦保育園「たこちゃんひろば」
たこちゃんひろば」
９:３０～１１：００ 参加無料 赤崎町字鳥沢 62-2
海の星幼稚園「
TEL 26-5222
星幼稚園「ほしっこクラブ」
ほしっこクラブ」
９:３０～１１:３０ 参加無料 大船渡町字地ノ森 47-3
立根保育園「
TEL 26-3645
立根保育園「ケロケロひろば」
ケロケロひろば」
９:３０～１１：００ 参加無料 立根町字関谷 58-1
末崎保育園「
TEL 29-3826
末崎保育園「うめっこひろば」
うめっこひろば」
９：３０～１１：００ 参加無料 末崎町字鶴巻 88-2
大船渡市立図書館おはなしパレード
大船渡市立図書館おはなしパレード TEL26-4478
毎月第２・４土曜日 10:30～11:00 （読み聞かせ）
子育てサークル
子育てサークル「
てサークル「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

子育ての
子育ての不安
ての不安・
不安・悩み・心配
み・心配困
心配困りごとの相談
りごとの相談窓口
相談窓口
児童家庭支援センター
児童家庭支援センター大洋
センター大洋 TEL２１－３１３０

☆
☆大船渡市役所子
大船渡市役所子ども課
ども課 TEL２７－３１１１内線 192
☆市役所健康推進課 TEL ２７－１５８１
☆大船渡保健所 TEL ２７‐９９１３
☆こどもの救急相談電話
こどもの救急相談電話（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て
大船渡市社会福祉協議会子育て支援専門員（
支援専門員（相談員）
相談員）

TEL ０８０－９２５９－８１０１／０８０－９２５９－８１００

TEL 26－3020
１０:００～１１:３０ 参加無料 盛町字沢川 47-1
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」 TEL 28-2340
９:３０～１１：００ 参加無料 日頃市町字関谷 34
綾里こども
綾里こども園
こども園「なかよし広場
なかよし広場」
広場」 TEL 42-2224
盛保育園ぴーちゃん
盛保育園ぴーちゃん集
ぴーちゃん集いの広場
いの広場

９：３０～１１：００

参加無料

三陸町綾里字中曽根 113-1

吉浜こども
吉浜こども園
こども園「なかよし広場
なかよし広場」
広場」
９：３０～１１：００

参加無料

TEL 45-2320

三陸町吉浜字扇洞 186

TEL 26-2640
９：３０～１１：００ 参加無料 大船渡町字上山 65-3

明和保育園「
明和保育園「めいちゃん広場
めいちゃん広場」
広場」

大船渡市立中央公民館 「乳幼児学級」
乳幼児学級」

TEL 26-3166

TEL４７－５６８９
☆ママサロン（10:00～15:00）☆※申込不要

NPO 法人こそだてシップ
法人こそだてシップ
参加費２００円

妊婦さん、１歳までのお子さんとご家族対象

サンリア（２６日）米崎コミセン（１９日）
のびのび子育
のびのび子育てサポータースマイル
子育てサポータースマイル
育児サポートひよ
育児サポートひよ子
サポートひよ子 TEL 090-2956-0211（細川さん）
TEL26-2908 ・ 090-7065-8171（村上さん）
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。
月１～２回 9:30～11:30 カメリアホール 参加費 200 円 （1 時間 800 円ほか）
カリタス大船渡
ハネウェル居場所
カリタス大船渡ベース
大船渡ベース「
ベース「地ノ森いこいの家
いこいの家」
ハネウェル居場所ハウス
居場所ハウス TEL 47-4049（木曜定休）
TEL 47-4737 (9:00～18:00)大船渡町字地ノ森 43-2 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
毎週土曜日こどもサロン開催 13:00～16:00
働きたい子育
きたい子育てママのための
子育てママのための
親の会「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。 ハローワーク出張
ハローワーク出張おしごと
出張おしごと相談会
おしごと相談会
参加費 100 円（茶菓代）
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。
問合せ 児童家庭支援センター
児童家庭支援センター大洋
センター大洋 TEL21-3130
日 時 ２月１８日（木）１０:３０～１２:００
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」
場 所 つどいの広場
盛町字舘下 4－3－3 TEL 47－3931
【申込・
申込・問合せ
問合せ】
開館日時 月・火・木・土・日 10:00～16:00
ハローワーク大船渡
読み聞かせや絵本の貸し出しなどを行っています。お気 ハローワーク大船渡
℡ ２７－
２７－４１６５
軽にお越しください。

≪第 10 回ママのためのヨガ教室
ママのためのヨガ教室≫
教室≫

おでかけひろば in サポートセンターおたすけ特別
サポートセンターおたすけ特別
企画を
いました。
企画
を行いました
。
おたすけ職員の山口さんが「せっかく来てくれるママた

日 時 ２月２０日（土）１０:００～１２:００
場 所 YS センター教養娯楽室

ちに役に立つ情報を届けたい」と、つくし薬局細浦店に連

講 師 佐藤頼子さん（ヨガインストラクター）

絡し日程を調整してくださいました。

参加費 無料
持ち物

／

どんな時に急いで病院に行った方がいいか、薬を飲ま

定員 10 名程度

ヨガマット（大きめのバスタオル）飲み物、汗

せるときに混ぜていいものや悪いものがあるのかなど

拭きタオル 運動しやすい服装

詳しく教えていただきました。少人数だったのでママの心
配ごとにも丁寧に答えていただき、充実した時間になり

※お子さんと一緒でＯＫ！

ました。

つどいの広場
つどいの広場＆
広場＆子育て
子育て相談室わいわいステーション
相談室わいわいステーション
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）
※子育て中の方なら、市内外を問わず、無料で利用

つくし薬局の細川さん、おたすけの山口さん、ありがと
うございました。

お薬のことで困ったら、近くの薬局に相談し
てみてくださいね！お気軽にどうぞ！！

いただけます。

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

子育てを応援してほしい人と応援できる人が会員登録を
し、会員相互で子育てを応援するシステムです。利用に
は会員登録と打ち合わせが必要です。（登録は無料です
が、利用時には利用料がかかります。）
つどいの広場＆子育て相談室わいわいステーションとファミリー
サポートセンター（事務局）はＹＳセンターの中にあります。
問い合わせ先
わせ先 大船渡市社会福祉協議会 TEL27
TEL2727-0001
わいわいステーションを
わいわいステーションを利用するとき
利用するときの
するときの
☆予約はいりません。初めての方は『新規受付票』の記入をお願いします。２回目以降は『利用簿』に名
前等を記入し、名札を受け取ってください。
安心して
して遊
ぶために、
おうちの方
目配り・
り・気配
気配り
をお願
いいたします。
★安心
して
遊ぶために
、おうちの
方の目配
り・
気配
りをお
願いいたします
。怪我や事故のないようにお
互いに気を付けましょう。

帰るときは、帰る時間を『利用簿』に記入し、名札を戻してください。

★広場内での政治
政治・
政治・宗教・
宗教・物品販売などの
物品販売などの勧誘
などの勧誘は
勧誘は禁止しています。
禁止
★広場内での飲食は、１２
１２時
１３時
もぐもぐコーナーだけとなっています。
１２
時～１３
時、もぐもぐコーナーだけとなっています
。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）
※１２時～１３時
１３時は、スタッフの休憩時間
スタッフの休憩時間です
休憩時間です。
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。
★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。

☆妊婦さんの
妊婦さんの見学大歓迎
さんの見学大歓迎です
見学大歓迎です！
です！出産後の
出産後の生活をイメージしながら
生活をイメージしながら遊
をイメージしながら遊びに来
びに来てくださいね。
てくださいね。
★相談室を
相談室を兼ねているので、
ねているので、お母さんだけでも大丈夫
さんだけでも大丈夫です
大丈夫です。
です。お気軽にどうぞ
気軽にどうぞ♪
にどうぞ♪

『２月のおでかけひろば』
おでかけひろば』
市内４カ所のサポートセンターを会場とした「おでかけひろば」を行っています。ＹＳセンタ
ーまで来るのが大変という方もお近くのサポートセンターにお越しください。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！！
各会場とも
各会場とも 10 時～12 時まで。
まで。時間内自由参加です
時間内自由参加です。
です。お気軽にお
気軽にお越
にお越しください。
しください。
１３日
末崎地区サポートセンターおたすけ
１３
日（土）…末崎地区
サポートセンターおたすけ
大船渡南地区サポートセンター
サポートセンター鴎
９日（火）…大船渡南地区
サポートセンター
鴎
１２日
大船渡北地区サポートセンターとみおか
１２
日（金）…大船渡北地区
サポートセンターとみおか
１６日
１６日（火）…三陸地区サポートセンターさんそん
三陸地区サポートセンターさんそん

１月９日（土）、岩手県立大学准教授
の蛎崎奈津子さんを講師に「自己肯定
感をはぐくむために」をテーマにした
講習会を行いました。
子育て中のママの他ご夫婦で参加
された方や民生委員さん、地域で活
動する支援者の方も
いて、子どもの育ちに
必要な関わり方につい
て学んでいました。

赤ちゃんの身長、
体重測れます！
お気軽にどうぞ！

ファミリーサポートセンター会員交流会
ファミリーサポートセンター会員交流会
オリジナルハンドクリームを作
ろう！」
「オリジナルハンドクリームを
作ろう
！」
アロマコーディネーターの佐藤智恵美さんをお招
きし、肌に優しいハンドクリームを作ります。ファミ
サポ会員限定なので、まだ会員登録が済んでいな
い方はこの機会にぜひ登録して、ハンドクリーム作
りや会員さん同士の交流も楽しんでみてはいかが
でしょうか。
日 時 ２月２４日（水）１０：３０～１２：００
場 所 YS センター教養娯楽室
※申込み・問い合わせはファミサポアドバイザー
（０８０-１６６０-２９９０）までお願いします。

子育て
子育て支援者向け
支援者向け研修会「
研修会「今からでも遅
からでも遅くない！
くない！みんな
子育て
支援の
基本のキ
のキ」
で学ぶ子育
て支援
の基本
のキ
」

こそだてシップ主催第１回子育てスクール
日時 ２月５日（金）１０：３０～１２：００
場所 カメリアホール２階和室
内容 「世界で一番簡単な赤ちゃんごはん」
「ドゥーラになりませんか？」
※申込み不要。参加無料。
問い合わせは
こそだてシップへ

地域子育て支援拠点事業の元になった「おやこの広場び
ーのびーの」を設立した奥山千鶴子さんをお招きして、子育
て支援の基本を学び、大船渡の子育て支援に活かしてい
きましょう！！
日 時 ３月６日（日）１３：００～１６：００
場 所 Y・S センター大会議室
講 師 奥山千鶴子さん
（NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会理事長
NPO 法人びーのびーの理事長）
定 員 子育て支援にかかわる方、民生委員、行政担当
者等３０名程度 （３月１日〆切）
※参加費無料 申込は大船渡市社会福祉協議会まで。

『行ってみよう！遊んでみよう！』のコーナーは、お休みします。ご了承ください。

