つどいの広場＆子育て相談室わいわいステーション
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つどいの広場わいわいステーション開設時間 10時∼16時

つどいの広場と市内の子育て支援団体の活動日などが一目でわかるカレンダーにしました。
利用に関する
利用に関する問い合わせ
に関する問い合わせは、裏面記載の各団体あてにお願いします。
問い合わせは、裏面記載の各団体あてにお願いします。
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つどいの広場の対象は小学校入学前のお子さんとなっています。
弟妹と一緒の場合はご家族として無料で利用できますが、それ
以外は有料での利用となりますのでご了承ください。

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 地域子育て支援センター 子育て支援センター
おひさま広場（猪川保育園） ひだまり（大船渡保育園） すくすくルーム
（NPO法人こそだてシップ）
TEL 0192−26−3212
TEL 0192−27−7507
0192−47−5689
⽉∼⾦ 9:00∼12:00/
⽉∼⾦ 9:30∼12:00/ TEL
サンリア
10:00∼16:00
13:00∼15:00
13:30∼15:30
水曜・第２火曜午後定休
4月4日から始まります。 4月9日から始まります。
（祝日開館）

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）

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
くすりのタカギ ヨガ教室
（マタニティ、ベビー・キッズ）
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
越喜来こども園 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 0192−27−2585
盛町字木町11−3
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
猪川町字ろくろ石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）

子育て中の方もご利用できます。お気軽にどうぞ。
（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）
場所：カメリアホールなど（参加費500円）
日時：月1回月曜日11:00∼12:00（要予約）
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
30年度は5月から始まります。
30年度は5月から始まります。
30年度は5月から始まります。
30年度は5月から始まります。
30年度は6月から始まります。
9:30∼11:30 参加費無料
木曜日開催
※事前登録が必要です。詳しくはお問い合
わせください。
30年度は6月から始まります。
30年度は5月から始まります。
30年度は5月から始まります。
30年度は5月から始まります。
30年度は5月から始まります。

≪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）
市⽴中央公⺠館 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）

≪おでかけひろばの開催⽇時と場所が変わります。開設時間が⻑くなったのでつどいの広場
おでかけひろば・
おでかけひろば・おでかけひろば∼ゆるり∼が変わります！
おでかけひろば∼ゆるり∼が変わります！≫

と同じようにお昼を持ってきて、のんびり過ごすこともできます。駐車場が広く、お店も近
いので帰りにお買いものもできますね。YSセンターが遠くて来れないという方もお気軽にお
越しください。

開催場所 キャッセン大船渡コミュニティスペース
開催日時 毎週火曜日10:00
毎週火曜日10:00∼
10:00∼15:00

（日程が変更になる場合があります。子育て支援情報で確認してからお越しください。）

※第３火曜日は、先天性疾患、低体重出生児、発達障害などのお子さんとおうちの方のた
めの『
めの『おでかけひろばゆるり』
おでかけひろばゆるり』になります。
≪はじめてさんの
はじめてさんの日
んの日１２日（
１２日（木）
日（木）≫
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≫

１９日（木）
１９日（木）12:00
（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！

≪1歳のお誕生日を迎えたお子さんにバース
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≫
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！

保健師・メディカルアロマ健康管理士

≪ともみんの
ともみんの健康相談会
みんの健康相談会≫
健康相談会≫

日 時 １８日（水） 10:00∼
10:00∼12:00
場 所 つどいの広場
講 師 平野智美さん（保健師）
赤ちゃんの健康、発達に関することを保健師と
もみんと一緒にお話ししましょう。
４月のテーマ「発熱時の対応について」
10:00∼11:00 テーマトーク
11:00∼12:00 フリートーク・個別相談等
＊申込不要・時間内出入り自由
＊必要に応じてメディカルアロマの
処方もできます（実費負担あり）

≪計測の日
計測の日１２
の日１２日（
１２日（木）１３日（金）
日（木）１３日（金）≫
木）１３日（金）≫

⾝⻑、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⻑記録カードを作り
ましょう。
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 １９日（木）10:00
１９日（木）10:00∼
10:00∼12:00
場 所 つどいの広場
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。
管理栄養士

≪日 かすみんの栄養相談会
栄養相談会≫
≫
かすみんの
栄養相談会
時 ２６日（木） 10:00∼
10:00∼12:00

場 所 つどいの広場
講 師 菅野香澄さん（管理栄養士）
離乳食・幼児食・栄養バランスなどについて
管理栄養士と一緒にお話ししましょう。
４月のテーマ「はじめての離乳食」
10:00∼11:00 テーマトーク
11:00∼12:00 フリートーク・個別相談
＊申込み不要
時間内出入り自由

♪子育てサークルさんの予定♪

≪きっぴんきっず≫
きっぴんきっず≫ １６日（月）いちご狩り（要申込）
バスに乗っていちご狩りに⾏きますよ∼♪ 参加費500円
≪スマイル≫
１６日（月）9:30
スマイル≫
１６日（月）9:30∼
9:30∼11:30 鯉のぼりを作ろう
カメリアホールで遊びましょう！申込み不要 参加費200円
≪まめっこくら
まめっこくらぶ
こくらぶ≫ ２０日（金）11:00
２０日（金）11:00∼
11:00∼14:00

子育て中のママが始めた子育てサロン♪参加費300円。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。
春になりました。転出・転入される方、また入園・
入学など新しい生活を始める方もたくさんいらっしゃ
いますね。期待と不安が入り混じってドキドキしてい
ると思いますが、ストレスをためないようによく寝て
よく食べて、笑顔で過ごしてくださいね。
「笑う門には福来たる」ですよ。
つどいの広場は、お⼦さんとお⺟さん、お⽗さん、
ご家族の方が安心して過ごせるよう環境を整えていま
す。どうぞお気軽にお越しくださいね。

＊人事異動により、子育て支援専門員・相談員、アドバイ
ザーが変わります。利用者および関係機関の皆さまには、
ご支援とご協力をいただき、ありがとうございました。
4月からは新職員がフレッシュに活動してまいりますの
で、引き続きよろしくお願いいたします。

≪つどいの広場わいわいステーションに来てね！≫
つどいの広場わいわいステーションに来てね！≫
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。

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。

つどいの広場があるYS
センターはここです！

