
    

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などなどなどなど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ましたましたましたました！！！！    

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    きっぴんきっず 
    

２２２２    うめっこひろば    

３３３３    なかよし広場 ３歳児健診（25年 1月生まれ） ４４４４    蛸ちゃん広場 はじめてさんのはじめてさんのはじめてさんのはじめてさんの日日日日    

５５５５    7 か月健康相談（27年 12 月生まれ）   ６６６６    こどもサロン ほしっこクラブ  
７７７７     ８８８８ きっぴんきっず   ９９９９    離乳食教室（28 年4 月生まれ） ぽかぽかひろば ケロケロひろば 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 inininin鴎鴎鴎鴎（（（（大船渡大船渡大船渡大船渡）））） 

１０１０１０１０    １歳６か月児健診 （27 年 1 月生）  なかよし広場（吉）     
１１１１１１１１    山山山山のののの日日日日         

１２１２１２１２    ママサロン（すくすくルーム／１歳まで）   １３１３１３１３    おはなしパレード こどもサロン         
１４１４１４１４        １１１１５５５５        １１１１６６６６          １１１１７７７７    ぴーちゃん広場 なかよし広場（吉） わんぱくひっころ １１１１８８８８    蛸ちゃん広場 めいちゃん広場 おおおお仕事相談会仕事相談会仕事相談会仕事相談会 わいわいトークわいわいトークわいわいトークわいわいトーク 

１９１９１９１９    ハグモミハグモミハグモミハグモミ     ２０２０２０２０    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    inininin おたすけおたすけおたすけおたすけ（（（（末崎末崎末崎末崎））））    
２１２１２１２１        ２２２２２２２２    きっぴんきっず スマイル 

    

２３２３２３２３    ほしっこクラブ         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 inininin    とみおかとみおかとみおかとみおか（（（（立根立根立根立根））））    
２４２４２４２４ なかよし広場（吉）     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 inininin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    ２２２２５５５５    蛸ちゃん広場     ２２２２６６６６    ママサロン（すくすくルーム／１歳まで） のびっこ教室 乳幼児学級④ ２２２２７７７７    こどもサロン おはなしパレード 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 ininininさんそんさんそんさんそんさんそん（（（（越喜来越喜来越喜来越喜来））））    

２８２８２８２８    

        ２９２９２９２９    きっぴんきっず ３０３０３０３０    ケロケロひろば 
    

３１３１３１３１             夏は楽しいことがたくさん。でも生活リズムを崩さないようにね１ ※おでかけひろばは各会場とも１０時～１２時の開催です。身長・体重も測れますのでお気軽にお越しください！ 
開催場所については大船渡市社会福祉協議会までお問い合わせください。 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場広場広場広場（猪川保育園） TEL ２６－３２１２ 月～金 9:00～12:00／13:00～15:00  （お盆休み 12～16 日） 

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（大船渡保育園） TEL ２７-７５０７ 月～金 9:30～12：00／13:30～15:30  （お盆休み 13～15 日） 
子育て支援センター 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（こそだてシップ） TEL ４７－５６８９ （サンリア２階） 14 日・水曜休み 10;00～16:00（祝日開館） 

子育て支援ルームあおぞらあおぞらあおぞらあおぞら （福祉の里センター） TEL ２７－０２９４ 年中無休年中無休年中無休年中無休 10:00～16:00 （（（（スタッフはおりませんスタッフはおりませんスタッフはおりませんスタッフはおりません））））    

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 №９１ H２８.７．２０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８８８８月号月号月号月号    

つどいの広場お休み 
つどいお休み 

つどいお休み 
三陸三陸三陸三陸・・・・大船渡大船渡大船渡大船渡夏夏夏夏まつりまつりまつりまつり（（（（花火花火花火花火 6666 日日日日））））    

盛町七夕盛町七夕盛町七夕盛町七夕まつりまつりまつりまつり    

つどいの広場お休み 



    
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 ２７―１５８１    乳幼児健診、パパママ教室などの実施、母子手帳交付、子育て等に関する相談を行っています。 集団集団集団集団健診健診健診健診のののの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センターセンターセンターでででですすすす。。。。 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週以降の方対象。 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…………言葉や行動、身体の発達に心配のある就学前のお子さんを対象としています。のびっこ教室は健康推進課、ひまわり教室は子ども課までお問い合わせください。 

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 
☆☆☆☆大船渡保健所大船渡保健所大船渡保健所大船渡保健所   TEL ２７‐９９１３  ☆☆☆☆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） ☆☆☆☆大船渡市社会福祉協議会子育大船渡市社会福祉協議会子育大船渡市社会福祉協議会子育大船渡市社会福祉協議会子育てててて支援専門員支援専門員支援専門員支援専門員    TEL ０８０－９２５９－８１０１ 
☆☆☆☆おおふなとおおふなとおおふなとおおふなと子育子育子育子育てててて応援応援応援応援サイトサイトサイトサイト「「「「つばきっずつばきっずつばきっずつばきっず」」」」    

https://www.tsubakids.jp/https://www.tsubakids.jp/https://www.tsubakids.jp/https://www.tsubakids.jp/ 
猪川保育園病後児保育猪川保育園病後児保育猪川保育園病後児保育猪川保育園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 TEL 26-3212    ※事前登録などの手続きが必要です。お問合せ下さい。 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 TEL 26－3020    １０：００～１１：３０ 参加無料  
赤崎保育園赤崎保育園赤崎保育園赤崎保育園「「「「ぽかぽかひろばぽかぽかひろばぽかぽかひろばぽかぽかひろば」」」」            TEL 26-2644 ９:３０～１１:００ 参加無料  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」」」」 TEL 28-2340 ９：３０～１１：００ 参加無料  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」」」」   TEL 27-9847    ９:３０～１１：００ 参加無料  綾里綾里綾里綾里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」」」」    TEL 42-2224 ９：３０～１１：００ 参加無料  
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」」」」        TEL 26-5222 ９：３０～１１：３０ 参加無料  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」」」」    TEL 45-2320 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」」」」             TEL 26-3645    １０：００～１１：３０ 参加無料  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」」」」    TEL 26-2640 ９：３０～１１：００ 参加無料  
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」」」」   TEL 29-3826 ９：３０～１１：００ 参加無料  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」」」」    TEL 26-3166  
大船渡市立図書館大船渡市立図書館大船渡市立図書館大船渡市立図書館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 TEL26-4478    毎月第２・４土曜日 10:30～11:00 （読み聞かせ） 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 TEL４７－５６８９ ☆ママサロン（10:00～15:00）☆妊婦さん、１歳までのお子さんとご家族対象。参加費（100 円～）が必要です。 サンリア（１２日、２６日）米崎コミセン（１９日） 子育子育子育子育てサークルてサークルてサークルてサークル「「「「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」」」」    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 のびのびのびのびのびのびのびのび子育子育子育子育てサポータースマイルてサポータースマイルてサポータースマイルてサポータースマイル    TEL26-2908 ・ 090-7065-8171（村上さん） 月１～２回 9:30～11:30 カメリアホール 参加費 200 円 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 TEL 090-2956-0211（細川さん） 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。（1 時間 800 円ほか） 
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」」」」    TEL 47-4737 (月曜定休) 毎週土曜日の午後はこどもサロンです！ 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 TEL 47-4049（木曜定休） 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。 
親親親親のののの会会会会「「「「ごようざんごようざん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。参加費 100 円（茶菓代）※開催日はお問い合わせください。 問合せ 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 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。※相談時間一人約３０分。 日 時 ８月１８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】】】】        おはなしころりんおはなしころりん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おはなしサロンおはなしサロン」」」」    盛町字舘下 4－3－3  TEL 47－3931 開館日時 月・火・木・土・日 10:00～16:00 読み聞かせや絵本の貸し出しなどを行っています。お気



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    

軽にお越しください。 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         



↓↓↓↓今月今月今月今月のナイスショットのナイスショットのナイスショットのナイスショット(^O^)(^O^)(^O^)(^O^)みみみみんないいおんないいおんないいおんないいお顔顔顔顔～～～～    

はじめてさんのはじめてさんのはじめてさんのはじめてさんの日日日日    
４４４４日日日日（（（（木木木木））））10:0010:0010:0010:00～～～～16:0016:0016:0016:00     つどいの広場はいつでも利用できますが、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！！この日を狙って来てみてはいかが？ 

ハグモミハグモミハグモミハグモミ    
19191919 日日日日（（（（金金金金））））10:10:10:10:30303030～～～～11111:31:31:31:30000    親子で一緒に♪ハグするようにモミモミ。モミモミしながらお話しましょ♪ 教えてくれるのは下川美幸さんです。 

わいわいトークわいわいトークわいわいトークわいわいトーク    
１８１８１８１８日日日日（（（（木木木木））））12:3012:3012:3012:30～～～～13:0013:0013:0013:00    

 普段なかなか聞けないことや気になることなどスタッフと一緒にお昼を食べながらお話ししましょう！ 
 

そのそのそのその月月月月にににに 1111 歳歳歳歳のおのおのおのお誕生日誕生日誕生日誕生日をををを迎迎迎迎えたえたえたえたおおおお子子子子

さんにさんにさんにさんにバースディカードバースディカードバースディカードバースディカードををををプレゼントプレゼントプレゼントプレゼントしししし

ていますていますていますています！！！！    月末に発送しています。住所等変更のある方はスタッフまで声をかけてください。 

わいわいステーションはわいわいステーションはわいわいステーションはわいわいステーションは、、、、乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児のののの子育子育子育子育てててて中中中中のののの方方方方がががが、、、、

気軽気軽気軽気軽にににに集集集集いいいい、、、、交流交流交流交流しししし、、、、情報交換情報交換情報交換情報交換やややや相談相談相談相談ができるができるができるができる『『『『地地地地

域子育域子育域子育域子育てててて支援拠点支援拠点支援拠点支援拠点』』』』ですですですです。。。。    

    
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 

妊婦さんも大歓迎！赤ちゃんのいる暮らしってどんなかな？

って想像しながら遊びに来てね。 

体調の悪い時は無理しないでおうちで休もうね！ 



     
通院や上の子の学校行事でお子さんを預けなきゃ！お買いもの 1 人で行きたい！誰かみててくれ

ないかな？と思ったあなた…おねがいおねがいおねがいおねがい会員会員会員会員に登録しませんか？ 

 

空いてる時間で誰かのために役に立ちたいな！と思っているあなたは…あずかりあずかりあずかりあずかり会員会員会員会員とし

て活動してみませんか？ 

 

預けることもあるけど、他のお子さんを預かってもいいよ～！というあなた…どっちもどっちもどっちもどっちも会員会員会員会員に

なってみませんか？ 

 

費用はお子さん一人につき１時間５００円～。 

詳しいことは、わいわいステーションにいるファミサポアドバイザー（宇部）までどうぞ！！ 

    
1111 人人人人でででで頑張頑張頑張頑張りすぎないでりすぎないでりすぎないでりすぎないで！！！！！！！！みんなでみんなでみんなでみんなで協力協力協力協力してしてしてして子育子育子育子育てをてをてをてを楽楽楽楽しもうしもうしもうしもう～！！～！！～！！～！！    

 

(*^。^*)わいわいステーションの様子を写真で紹介します！ヽ(^o^)丿 

↑足のトンネルから「こんにちは（笑）」  ↓「もう帰ろうか～」「そうだねぇ」という会話が聞こえてきそう。二人はなかよし 

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会員募集中会員募集中会員募集中会員募集中！！！！ですですですです！！！！！！！！    

はい！ポーズ決まった～！ 

↑コミュニティダンスでの一コマ  ←「みてみて、ぼく、おそうじできるよ～！」  ↓「決まった！（笑）」ポーズは完璧！ 


