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講習会
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つどいの広場お休み

つどいの広場では『お子さんやご家族
さんやご家族がインフル
家族がインフル

エンザなどの感染症
エンザなどの感染症にかかっている
感染症にかかっている場合
にかかっている場合』『
場合』『お
』『お子さ
んは元気
んは元気だけど
元気だけど通
だけど通っている保育園
っている保育園などが
保育園などが閉鎖
などが閉鎖になっ
閉鎖になっ
ている場合
ている場合』
場合』

の利用をご遠慮いただいています。免
疫力の弱い赤ちゃんや妊婦さんがおりますので、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↓

地域子育て支援センター
おひさま広場（猪川保育園）
TEL ０１９２-２６-３２１２
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（大船渡保育園）
TEL ０１９２-２７-７５０７
月～金 ９:３０～１２：００/
１３:３０～１５:３０

１２/
１２/２７～
２７～１/８までお休
までお休み １２/
１２/２７～
２７～１/８までお休
までお休み

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）
TEL ０１９２-４７-５６８９
サンリア 10:00～16:00
水曜・第２火曜午後定休（祝
日開館）大晦日・
大晦日・元日休み
元日休み

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
10:00～16：00
（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」
海の星幼稚園 ほしっこクラブ
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 0192-26-5222
大船渡町地の森47-3
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）
土曜日はこどもサロン開催！詳しくはお問い
合わせを（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
9:30～11:30 参加無料
第１・３火曜日開催（変更する場合有）
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）
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≫

「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。
９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）
２４日（水）10:00～11:30 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）
居場所ハウスでのおでかけひろばはお休みです。
≪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、発達障害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？
１７日
１７日（水）10:00～11:30

リアスホール和室

※ママだけの参加もOKです！

※どちらの広場
どちらの広場も
広場も参加無料、
参加無料、申し込み不要です
不要です！
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。

≪はじめてさんの
はじめてさんの日
んの日 １１日
１１日（木）≫

つどいの広場に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
を狙ってみてはいかが？
もちろん、この日以外いつ来てもＯＫ！
お待ちしています！！
≪わいわいトーク≫
わいわいトーク≫
１８日
１８日（木）12:00～
12:00～13:00

普段聞けないことや気になることなど、
スタッフやみんなでお昼を食べながらお
話ししましょう！

≪計測の
計測の日 １１日
１１日（木）、１２
）、１２日
１２日（金）≫

身長、体重を測って、その日に撮った写真と
一緒にオリジナルの成長記録カードを作りま
しょう。

≪メディカルアロマで
除菌スプレーを
除菌スプレーを作
スプレーを作ろう≫
ろう≫
２５日
２５日（木）１０:
１０:００～
００～１２：
１２：００

講師 平野智美さん
材料費１，０５０円
感染症が流行する時期に必要な除菌スプレー
を赤ちゃんに優しいメディカルアロマを使って
作りましょう。予約不要・当日先着順に受付。

≪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。待っててね！
≪管理栄養士
管理栄養士かすみん
栄養士かすみんの
かすみんの
離乳食相談会≫
離乳食相談会≫
１９日
１９日（金）１０:
１０:００～
００～１２:
１２:００

講師 菅野香澄さん
離乳食についての悩みを現役ママの管理
栄養士とお話ししましょう。悩みや質問は
つどいの広場にある質問票に記入して12日
までにスタッフに渡してくださいね。
参加無料です。

お子さんと一緒でOK！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 １８日
１８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
※相談時間は30分程度です。予約された
方優先となります。ご了承ください。

≪ファミリーサポートセンター

子育てサークルさんの
子育てサークルさんの予定
てサークルさんの予定♪
予定♪
≪きっぴんきっず≫
きっぴんきっず≫

８日（月・祝）おだんごづくり（
おだんごづくり（10:30～）
10:30～）
29日
29日（月）ミニミニ豆
ミニミニ豆まき会
まき会（10:30～）
10:30～）
≪スマイル≫
スマイル≫
２２日
２２日（月）豆まき
≪まめっこくら
まめっこくらぶ
こくらぶ≫
１９日
１９日（金）11：
11：00～
00～14：
14：00

子育て中のママが始めた子育てサロン♪今回
は国産小麦と天然酵母を使ってポリパン作りを
します♪限定５組、お土産付き。参加費700円。
参加希望の方は、村谷さん（TEL080-18113797）まで連絡をお願いします。

（ファミサポ）
ファミサポ）からのお知
からのお知らせ≫
らせ≫
ファミサポは、子育てを応援してほ
しい人と応援したい人が会員登録し、
子育てを助け合います。会員登録は無
料。利用するときに５００円～（お子
さん１人・１時間当たり）が必要です。
こんな時に使えます。
☆兄弟の乳幼児健診、予防接種のとき
☆買い物、美容院等
☆冠婚葬祭
絶賛会員募集中！！

12月1日、札幌市児
童会館の先生方が、遊
びの支援に来てくれま
した！
みんなで紙皿シーソー、
折り紙アンパンマンを
作りましたよ♪
12月9日、星つむぎの
村と宙詠みサークル朔
の皆さんにご協力いた
だき、プラネタリウム
と工作のイベントを行
いました。約70人の方
が星空の旅を楽しんで
いました。
工作は、流れ星ロケッ
トと星ストラップ、思
い出の星空カードの３
種類。大人も子どもも
真剣に作っていました。

≪東海新報に小児科の先生が増えると
いう記事を見つけました！！≫
1月5日（金）から吉浜診療所でも小児
科の診療が始まるそうです。
診療時間は月～金午後２時～３時（受
付午後１時～１時１５分）
月・木は乳幼児健診、火・金は予防接
種、水は完全予約の診療だそうです。
ひよこクラブ１２月号「ママも赤
ちゃんもつらい抱っこから卒業しませ
んか？」の記事を監修した迫きよみさ
んをお招きして保護者向けと支援者向
け研修会を行う予定です！詳細は決ま
り次第お知らせします！！
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
つどいの広場わいわいステーションに
広場わいわいステーションに来
わいわいステーションに来てね！
てね！≫
つどいの広場

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、ファミサポアドバイザーが常駐し
ています。ここに来れば何でも解決できちゃうかも。相談
もお気軽にどうぞ。

つどいの広場があるYS
センターはここです！

