
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てててて紹介紹介紹介紹介ししししていていていていますますますます！！！！    

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    ２２２２    おひさま広場 ひだまり+１ きっぴんきっず 離乳食教室 

    

３３３３    文化文化文化文化のののの日日日日    
    

４４４４    おひさま広場 ひだまり なかよし広場（吉） １歳６か月児健診 こそだてシップ    

５５５５    おひさま広場 ひだまり＋１ たこちゃんひろば めいちゃんひろば 遊び道場（YS） 
６６６６    おひさま広場 ひだまり＋１ 7 か月健康相談 うめっこ広場 乳幼児学級⑧ 

７７７７    こどもサロン 
８８８８     ９９９９ おひさま広場 ひだまり+１ きっぴんきっず スマイル  

１０１０１０１０    おひさま広場 ひだまり＋１ ほしっこクラブ  
１１１１１１１１    おひさま広場 ひだまり ３歳児健診 なかよし広場 ぴーちゃん広場    

１２１２１２１２    おひさま広場 ひだまり＋１ たこちゃんひろば 出張お仕事相談会  
１３１３１３１３    おひさま広場 ひだまり＋１ ぽかぽか広場 ※※※※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 

１４１４１４１４    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     
１５１５１５１５        １１１１６６６６    おひさま広場 ひだまり+１ きっぴんきっず     

１１１１７７７７    おひさま広場 ひだまり＋１ ※※※※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    １１１１８８８８    おひさま広場 ひだまり なかよし広場 わんぱくひっころ 
１１１１９９９９    おひさま広場 ひだまり＋１ たこちゃんひろば めいちゃんひろば 

２０２０２０２０    のびっこ教室 おひさま広場 ひだまり＋１ 乳幼児学級⑨ 
２１２１２１２１    こどもサロン ※※※※子育子育子育子育てててて講習会講習会講習会講習会「「「「ママのヨガママのヨガママのヨガママのヨガ教室教室教室教室」」」」 

２２２２２２２２     ２３２３２３２３    勤労感謝勤労感謝勤労感謝勤労感謝のののの日日日日    
    

２２２２４４４４    おひさま広場 ひだまり＋１ ほしっこクラブ ケロケロ広場 ※※※※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 
２２２２５５５５    おひさま広場 ひだまり なかよし広場（吉）  

２２２２６６６６    おひさま広場 ひだまり＋１ たこちゃんひろば ※子育て講習会 「ベビーマッサージ」
２２２２７７７７    おひさま広場 ひだまり＋１      

２２２２８８８８    こどもサロン おはなしパレード  
２９２９２９２９        ３０３０３０３０    きっぴんきっず おひさま広場 ひだまり+１     

 ☆☆☆☆☆☆☆☆カレンダーのカレンダーのカレンダーのカレンダーの見方見方見方見方☆☆☆☆☆☆☆☆    日・月・祝日は、つどいの広場お休みです。「おひさま広場」「ひだまり」「離乳食教室」などの表示は健診や子育て支援センター、サークル、保育園の園開放などです。会場会場会場会場やややや時間時間時間時間などをなどをなどをなどを問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先一覧先一覧先一覧先一覧でででで確認確認確認確認してからしてからしてからしてから参加参加参加参加してくださいねしてくださいねしてくださいねしてくださいね。。。。 
つどいのつどいのつどいのつどいの広場広場広場広場    毎週木曜日は身長体重測れます！お気軽にどうぞ♪ 

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 №８２ H２７.１０．１９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    １１１１１１１１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 

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    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」」」」 １０:００～１１:３０ 参加無料 問い合わせ…TEL 26262626----3020302030203020 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 27272727----1581158115811581    離乳食教室離乳食教室離乳食教室離乳食教室…H２７年７月生 7777 かかかか月児健康相談月児健康相談月児健康相談月児健康相談…H２７年３月生 １１１１歳歳歳歳６６６６かかかか月児健診月児健診月児健診月児健診…H２６年４月生 ３３３３歳児健診歳児健診歳児健診歳児健診…H２４年４月生 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 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…利用に関しては、お問い合わせください。
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ですセンターですセンターですセンターです。。。。 ※発達や子育ての悩みの相談にも対応します。 

大船渡保育園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」」」」    火・水曜ひだまり…9:30～11:30 月・木・金「ひだまり＋プラス１（支援室開放）」9:30～11:30／13:30～15：00 問い合わせ…TEL27272727----7507750775077507 赤崎保育園赤崎保育園赤崎保育園赤崎保育園「「「「ぽかぽかぽかぽかぽかぽかぽかぽかひろばひろばひろばひろば」」」」    ９:３０～１１：００ 参加無料 問合せ…TEL 26262626----2644264426442644    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」」」」    ９:３０～１１：００ 参加無料 問い合わせ…TEL    28282828----2340234023402340    猪川保育園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広広広場場場場」」」」    

病後児保育病後児保育病後児保育病後児保育「「「「いまでっこいまでっこいまでっこいまでっこ」」」」    月～金 9:00～12:00／13:00～15:00 火曜日は、お楽しみ企画（月３～４回） 問い合わせ…TEL 26262626----3212321232123212 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」」」」    ９:３０～１１：００ 参加無料 問い合わせ…TEL 27272727----9847984798479847    
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」」」」    ９:３０～１１:３０ 参加無料 問い合わせ…TEL 26262626----5222522252225222    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 ☆市役所健康推進課市役所健康推進課市役所健康推進課市役所健康推進課 TEL 27-1581 ☆大船渡保健所大船渡保健所大船渡保健所大船渡保健所   TEL27-9913 ☆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） 

綾里綾里綾里綾里こどもこどもこどもこども園園園園    ・・・・    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」」」」    綾里こども園 TEL 42424242----2224222422242224 吉浜こども園 TEL 45454545----2320232023202320    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」」」」    ９:３０～１１：００ 参加無料 問い合わせ…TEL 26262626----3645364536453645    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    

☆☆☆☆ママサロンママサロンママサロンママサロン☆☆☆☆    カメリアホール（４日/10：00～１５：00） 米崎コミセン（１０日/10：00～15：00） 参加費２００円 ※申込不要 妊婦妊婦妊婦妊婦さんさんさんさん、、、、１１１１歳歳歳歳までのおまでのおまでのおまでのお子子子子さんとごさんとごさんとごさんとご家族対象家族対象家族対象家族対象    TEL０９０－６２２９－９８３９（伊藤さん） 
☆☆☆☆赤赤赤赤ちゃんちゃんちゃんちゃん訪問訪問訪問訪問☆☆☆☆    休止中休止中休止中休止中    TEL０８０－４７２９－３９１１（渡邊さん） 
☆☆☆☆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☆☆☆☆    休止中休止中休止中休止中    TEL０９０－６２２９－９８３９（伊藤さん）  

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」」」」    ９：３０～１１：００ 参加無料 問い合わせ…TEL 26262626----2640264026402640    
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」」」」    ９：３０～１１：００ 参加無料 問い合わせ…TEL    29292929----3826382638263826    子育てサークル「「「「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」」」」 場所：吉浜拠点センター 毎週月曜日１０:００～１２：００  TEL 45454545－－－－2520252025202520（白木澤さん） 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    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） TEL 090090090090----2956295629562956----0211021102110211（細川さん） 子育子育子育子育てててて支援支援支援支援ルームルームルームルーム「「「「あおぞらあおぞらあおぞらあおぞら」」」」    

県立福祉の里センター 

TEL 27-0294 １０：００～１６：００ 年中無休年中無休年中無休年中無休 ※窓口で利用受付をしてください。 必ず保護者と一緒にお越しください。 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」」」」    

問い合わせ…TEL 26-3166 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」」」」    毎週土曜日 13:00～16:00 まで、「こどもサロン」開催中です。 TELTELTELTEL    47474747----4737 (9:004737 (9:004737 (9:004737 (9:00～～～～18:00)18:00)18:00)18:00)    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（（（（読読読読みみみみ聞聞聞聞かせかせかせかせ））））    毎月第２・４土曜日 10:30～11:00 大船渡市立図書館 TEL26-4478    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    赤ちゃんからお年寄りまで地域の方が気軽に集まれるところです。 （わらしっこ見守り隊もいます。） TEL 47-4049 （木曜定休）    

のびのび子育てサポータースマイルスマイルスマイルスマイル 場所：カメリアホール  ９：３０～１１：３０  参加費 200 円 TEL 26262626----2908290829082908    ・・・・    090090090090----7065706570657065----8171817181718171    （村上さん）    
いわていわていわていわて子育子育子育子育てネットてネットてネットてネット    遊遊遊遊びびびび道場道場道場道場がやってきたがやってきたがやってきたがやってきた「「「「アートアートアートアート遊遊遊遊びびびび」」」」    日時 11月 5日（木）10:00～12:00 場所 YS センター会議室 問い合わせ…TEL 019－652－2910 



    

        

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をををを利用利用利用利用するときするときするときするときのののの    

☆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。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。 
★★★★安心安心安心安心してしてしてして遊遊遊遊ぶためにぶためにぶためにぶために、、、、おうちのおうちのおうちのおうちの方方方方のののの目配目配目配目配り・り・り・り・気配気配気配気配りりりりをおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。怪我や事故のないようにお

互いに気を付けましょう。 

★広場内での政治政治政治政治・・・・宗教宗教宗教宗教・・・・物品販売物品販売物品販売物品販売などのなどのなどのなどの勧誘勧誘勧誘勧誘はははは禁止禁止禁止禁止しています。    

★広場内での飲食は、１２１２１２１２時時時時～～～～１３１３１３１３時時時時、、、、もぐもぐコーナーだけとなっていますもぐもぐコーナーだけとなっていますもぐもぐコーナーだけとなっています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） 

※※※※１１１１２２２２時時時時～～～～１３１３１３１３時時時時はははは、、、、スタッフのスタッフのスタッフのスタッフの休憩時間休憩時間休憩時間休憩時間ですですですです。。。。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。 

☆☆☆☆妊婦妊婦妊婦妊婦さんのさんのさんのさんの見学大歓迎見学大歓迎見学大歓迎見学大歓迎ですですですです！！！！出産後出産後出産後出産後のののの生活生活生活生活をイメージしながらをイメージしながらをイメージしながらをイメージしながら遊遊遊遊びにびにびにびに来来来来てくださいねてくださいねてくださいねてくださいね。。。。    

★★★★相談室相談室相談室相談室をををを兼兼兼兼ねているのでねているのでねているのでねているので、、、、おおおお母母母母さんだけでさんだけでさんだけでさんだけでもももも大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですですですです。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽にどうぞにどうぞにどうぞにどうぞ♪♪♪♪    

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。 問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先        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    TELTELTELTEL27272727----0001000100010001     

≪≪≪≪ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ教室教室教室教室≫≫≫≫    日 時 11 月 26 日（木）10:30～11:30 場 所 YS センター教養娯楽室 講 師 西里真澄さん（助産師・国際インファントマッサージ協会インストラクター） 対 象 0～5か月くらいの赤ちゃんとママ 10組 持ち物 バスタオル、各自お出かけに必要な物 ※前日までにお申し込みください。（ただし定員になり次第締め切ります。） 申込み・問い合わせ先 大船渡市社会福祉協議会 TEL 27-0001 

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    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、無料で利用いただけます。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター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会員登録会員登録会員登録をし、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。） 

≪≪≪≪第第第第７７７７回回回回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≫≫≫≫    日 時 11 月 21 日（土）10:00～12:00  場 所 YS センター教養娯楽室 講 師 佐藤頼子さん（ヨガインストラクター） 参加費 無料   ／  定員 10 名程度 持ち物 ヨガマット（大きめのバスタオル）飲み物、汗拭きタオル 運動しやすい服装 定 員 １０名 ※お子さんと一緒でＯＫ！ 
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。 日 時 11 月 12 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            ※相談時間は一人約３０分です。 



        

            『『『『１１１１１１１１月月月月のののの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』』』』    

    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！！ 

各会場各会場各会場各会場ともともともとも 10101010 時時時時～～～～12121212 時時時時までまでまでまで。。。。時間内自由参加時間内自由参加時間内自由参加時間内自由参加ですですですです。。。。おおおお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。    

１４１４１４１４日日日日（（（（土土土土））））…………末崎地区末崎地区末崎地区末崎地区サポートセンターおたすけサポートセンターおたすけサポートセンターおたすけサポートセンターおたすけ    

１７１７１７１７日日日日（（（（火火火火））））…………大船渡南地区大船渡南地区大船渡南地区大船渡南地区サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター鴎鴎鴎鴎    

１３１３１３１３日日日日（（（（金金金金））））…………大船渡北地区大船渡北地区大船渡北地区大船渡北地区サポートセンターとみおかサポートセンターとみおかサポートセンターとみおかサポートセンターとみおか    

２４２４２４２４日日日日（（（（火火火火））））…………三陸地区三陸地区三陸地区三陸地区サポートセンターさんそんサポートセンターさんそんサポートセンターさんそんサポートセンターさんそん    

≪≪≪≪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（（（（TELTELTELTEL    ０１９２０１９２０１９２０１９２－－－－２６２６２６２６－－－－３０２０３０２０３０２０３０２０））））≫≫≫≫     大船渡市役所の上、盛小学校の隣にある盛保育園では、未就園の親子さ

んを対象にした「ぴーちゃん集いの広場」を行っています。 

 広くて明るいホールで、みんなで遊びましょう。お天気のいい日は、お外

に遊びに行くこともあります。 

１０：００ 受付 

出席ノートにシールを貼ります。 

    みんなで楽しく遊びましょう。 

１１：３０ お帰りの時間 

今後の開催予定 

11/11（水）、1/13（水）、2/24（水） 

12/19（土）クリスマスのつどい 

詳しいことはお問い合わせくださいね。 

赤ちゃんの身長、体重測れます！ お気軽にどうぞ！ 

≪≪≪≪行行行行ってみようってみようってみようってみよう！！！！遊遊遊遊んでみようんでみようんでみようんでみよう！！！！そのそのそのその３３３３≫≫≫≫    

未入園児の子育て支援を行っている保育園や団体を紹介しています。今月は、盛保育園です。園

児さんと交流したり、他のママや先生とお話ししたりして、子育ての不安を解消しちゃいましょう

～♪ 

 朝晩の冷え込みが厳しくなり、大船渡市内も木々の葉が色づいてきました。これからの季節、風邪

やインフルエンザなど感染症の予防に気を配りたいですね。 

 小さなお子さんのいる家庭では、インフルエンザの予防接種を 

受ける、外から帰ったら手洗い・うがいをする、流行時には人の 

多い場所への外出を控えるなどの対策をするといいと思います。 

免疫力を高めるために、栄養バランスの良い食事や規則正しい 

生活も大事ですね。家族の健康のためにできることから少しずつ 

気軽に行ってみましょう。 

 ※うがいをするときは、ブクブクうがい→ガラガラうがいの順に 

行いましょう。 


