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子育て支援センター
すくすくルーム
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水曜定休（祝日開館）

ぽかぽかひろば
おはなしパレード
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子育て支援ルーム
あおぞら
（福祉の里センター）
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スタッフはおりません）

おおふなと子育て応援サイト『つばきっず』 http://www.tsubakids.jp/ 『つばきっず』で検索してね！

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）
子育てサークルきっぴんきっず
のびのび子育てサポーター
スマイル
まめっこくらぶ
育児サポートひよ子
ハネウェル居場所ハウス
カリタス大船渡ベース
地ノ森いこいの家
親の会ごようざん
NPO法人おはなしころりん
「おはなしサロン」
盛保育園 ぴーちゃん集いの広場
明和保育園 めいちゃん広場
末崎保育園 うめっこひろば
赤崎保育園 ぽかぽかひろば
蛸ノ浦保育園 蛸ちゃん広場
猪川保育園
病後児保育いまでっこ
立根保育園 ケロケロひろば
日頃市保育園 わんぱくひっころ
綾里こども園 なかよし広場
吉浜こども園 なかよし広場

連絡先・住所など
TEL 080-6015-2520
（白木澤さん）
TEL 0192-26-2908
（村上さん）
TEL 080-1811-3797
（村谷さん）
TEL 090-2956-0211
（細川さん）
TEL 0192-47-4049
末崎町字平林54-1
TEL 0192-47-4737
大船渡町字地ノ森43-2
TEL 0192-21-3130
児童家庭支援センター大洋
TEL 0192-47-3931
盛町字舘下4-3-3
TEL 0192-26-3020
盛町字沢川47-1
TEL 0192-26-2640
大船渡町字上山65-3
TEL 0192-29-3826
末崎町字鶴巻88-2
TEL 0192-26-2644
赤崎町字山口80-14
TEL 0192-27-9847
赤崎町字鳥沢62-2
TEL 0192-26-3212
猪川町字轆轤石34-1
TEL 0192-26-3645
立根町字関谷58-1
TEL 0192-28-2340
日頃市町字関谷34
TEL 0192-42-2224
綾里字中曽根113-1
TEL 0192-45-2320
吉浜字扇洞186
TEL 0192-44-3080
越喜来字小出24-24

活動内容など
場所：吉浜拠点センター
日時：毎週月曜日 10:00～12:00
場所：カメリアホール （参加費200円）
日時：月1回月曜日 9:30～11:30
場所：日本キリスト教団大船渡教会
日時：月1回 （参加費300円・要申込）
有料で子どもの預かりを行うサークル
です。（1時間800円～）
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）
第１土曜日午後はこどもサロン開催！
（月曜定休：海の星幼稚園そば）
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）
火・水・金・土 10:00～16:00
絵本の貸し出し。読み聞かせイベント等
10:00～11:30 参加費無料
9:30～11:00 参加費無料
9:30～11:00 参加費無料
9:30～11:00 参加費無料
9:30～11:30 参加費無料
毎週木曜日開催
※病後児の利用は事前登録が必要です。
詳しくはお問い合わせください。
10:00～11:30 参加費無料
第２・４火曜日開催
9:30～11:00 参加費無料
第３水曜日開催。
9:30～11:00 参加無料
毎週水曜日開催。
9:30～11:00 参加費無料
毎週水曜日開催。
9：30～11：00 参加無料
毎週水曜日開催。

越喜来こども園 なかよし広場
≪行政などの相談窓口≫
大船渡市子ども課 TEL 0192-27-3111 内線192（保育園・児童手当等手続き・ひまわり教室、相談など）
〃 健康推進課 TEL 01920192-2727-1581 （乳幼児健診・母子手帳交付・発達相談、のびっこ教室など）
市立中央公民館 TEL 0192-26-3166 （乳幼児学級・家庭教育学級）
市立図書館
TEL 0192-26-4478 （おはなしパレード、ブックスタート）
大船渡保健所 TEL 0192-27-9913 （児童家庭、母子寡婦、不妊、女性健康、思春期などの相談）
児童家庭支援センター大洋 TEL 0192-21-3130 （発達、不登校、家庭問題等の相談）
大船渡市社会福祉協議会 TEL 0192-27-0001
（つどいの広場、ファミサポ、利用者支援、その他福祉全般に関する相談）
こどもの救急相談電話 ＃８０００またはTEL019-605-8101 （19:00～23:00・年中無休）

≪おでかけひろば≫
おでかけひろば≫

ＹＳセンターに来れない方のために「おでかけひろば」を行っています。時間内自由参加です
ので、スマホのマップ機能などで場所を確認してお越しくださいね。
８日（土）10:00～12:00 ハネウェル居場所ハウス（末崎町字平林54-1）
11日（火）13:30～
13:30～15:30 大船渡地区公民館（大船渡町字明神前10-14）
26日（水）10:00～12:00 カリタス大船渡地の森いこいの家（大船渡町字地ノ森43-12）
≪おでかけひろば～
おでかけひろば～ゆるり～
ゆるり～≫

低体重出生児、先天性疾患、慢性疾患などのお子さんとおうちの方のためのひろばです。同じ
悩みを持つママとゆっくりおしゃべりしたり遊んだりしませんか？
１日（土）10:00～12:00

カメリアホール２階和室（盛駅前）

※どちらの広場
どちらの広場も
参加無料、申し込み不要です
不要です！
気軽にお越
しください。
広場も参加無料、
です！お気軽にお
にお越しください。

≪わいわいトーク≫
わいわいトーク≫
２０日
２０日（木）12:00～
12:00～13:00

≪はじめてさんの
はじめてさんの日
んの日 ６日（木）≫

身長体重計測をして成長記録カードを作れます。
普段聞けないことや気になることなど、スタッ つどいの広場に行くタイミングがつかめなくて
フやみんなでお昼を食べながらお話ししましょう！ 困っているというアナタ！！この日を狙ってみて
はいかが？もちろん、いつ来てもＯＫですよ！
≪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≫

1歳のお誕生日を迎えた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。待っててくださいね！
≪ママのためのヨガ教室
ママのためのヨガ教室≫
教室≫

家事や育児で疲れた体をリフレッシュ！運
動が苦手な方でも安心してお越しください。
お子さんと一緒で大丈夫です。
日 時 ２９日
２９日（土）10:00～
10:00～12:00
場 所 YSセンター教養娯楽室
定 員 １０名程度
（当日時間までにお越しください）
持ち物 ヨガマットか大きめバスタオル
飲み物

お子さんと一緒で大丈夫！働きたいママのための
ハローワーク出張
ハローワーク出張お
出張お仕事相談会

ハローワークの窓口と同じように相談で
きます。すぐ働きたい方もまだ考え中の方
も、お気軽にご相談ください。相談は無料
です。
日 時 ２０
２０日
日（木）10:30～
10:30～12:00
場 所 わいわいステーション
予 約 ハローワーク大船渡
TEL 0192-27-4165
※おひとりの相談時間は30分程度です。予
約された方優先となります。

≪ハグモミを体験
ハグモミを体験しよう
体験しよう≫
しよう≫

ハグするようにモミモミして、モミモミしな
がらお話ししましょう。親子でリフレッシュタ
イムを楽しみましょう
日 時 ６日（木）10:30～
10:30～11:30
場 所 つどいの広場
対 象 どなたでも

≪きっぴんきっず≫

3日（月）七夕まつり
31日（月）夏祭りごっこ
（吉浜拠点センター）
≪スマイル≫

10日（月）こどもまつり
（カメリアホール）

≪まめっこくらぶ
まめっこくらぶ≫
こくらぶ≫
21日（金）11:00～14:00

子育て中のママが始めた子育
てサロンです～♪参加費300円で
ランチ付き。準備の都合上、参
加希望の方は、村谷さん
（TEL080-1811-3797）まで連絡を
お願いしますね。

お役立ち情報～大きな災害に備えましょう～
大船渡市広報6月5日号は、大規模災害に備えるための特集でしたが、皆さんはご覧に
なりましたか？三陸は地震だけでなく津波にも備えなければなりません。また台風など
の水害、土砂災害への備えも必要です。家族の安全を守るため、身の回りの防災につい
て考え、少しずつ対策をしてみましょう。
つどいの広場にも防災関係の本が置いてありますのでご覧くださいね。
＊家の中の安全を
安全を見直しましょう
見直しましょう。
しましょう。

家具を固定しましょう。就寝中に家具が倒れて押しつぶされないように、また出入り口をふさがな
いような配置を考えてみましょう。
＊食料
食料・
食料・飲料水のローリングストック
飲料水のローリングストック
水や缶詰、乾物、レトルト食品など普段でもよく使うものを多めにストックし、使ったら買い足し
ましょう。賞味期限切れも防げて台風や感染症の大流行などで家から出られなくなったときにも有効
です。最低でも3日分、できれば1週間分あると安心です。
※おむつやミルク、生理用品は使い慣れたメーカーの物を多めにストックしておくと安心です。
＊津波てんで
津波てんでんこ
てんでんこ
津波の時は、とにかく高台へ。家族を探したり、貴重品を取りに家に帰ったりすると逃げ遅れます。
逃げる場所を決めておき、すばやく避難しましょう。
＊第一次避難場所
第一次避難場所
津波災害の一時的な避難場所（津波てんでんこで逃げる場所）自宅の近くの避難場所やそこへ行く
までに浸水域を通らないかルートをチェックしておきましょう。
＊第二次避難場所
第二次避難場所（
第二次避難場所（避難所）
避難所）
災害時に避難生活を送る場所になります。避難場所は状況に応じての開設になります。

≪わいわいステーションに遊
わいわいステーションに遊びに来
びに来てね！
てね！≫

わいわいステーションは、乳幼児の子育て中の方が気軽に集い、交流し、情報交換や相談が
できる『地域子育て支援拠点』です。遊んだり、おしゃべりしたりのんびりゆったり過ごせま
す。ご家族皆さまでお越しくださいね！
開館日時 毎週火曜日～土曜日 １０：００～１６：００
（祝日・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
※利用者支援担当職員が常駐しています。
相談もお気軽にどうぞ。

