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※諸事情により予定の変更もあります。詳しくは各施設へお問い合わせください。 

日 月 火 水 木 金 土 

 
杜の丘児童館へ集まれ～！ 

8 月 31 日（木） 
あきらちゃん&タンバリンくん 

親子ふれあい歌コンサート 
10：30～11：30（乳幼児親子 40 組）  

8/1（火）より整理券配布（先着順）  
16：00～16：45（小学生）自由参加  
杜の丘児童館 遊戯室 

１ 
キッズ広場（プール遊び）
１歳以上のお子さん 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園  

２ 
すくすく健診 
対象：平成 29 年 3 月生 
12：30 受付 ひだまりの丘 
 
ヨギーニの集い
どなたでも（女性） 
10：30～11：30 
※要予約☎佐々木 
ふれあいの杜 

３ 
ひだまりランド  
どなたでも 
10：30～11：00 
大和町児童支援センター 

４ 

マタニティーセミナー 

ライフセミナーコース

9：45 受付 ひだまりの丘 

 
子育てサロン きらきら 
10：00～11：30 
町民研修センター 

５ 
おはなし会（おはなしの森） 
10：30～11：30 
まほろばホール図書室 

６ 
休日当番医 

明石台内科 
☎772-5555 

７ 立秋 
赤ちゃん広場（水遊び）  
１歳未満のお子さん 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園 

８ 
キッズ広場（プール遊び）
１歳以上のお子さん 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園  

９ 
1 歳 6 ヵ月児健診
対象：平成 28 年 1 月生 
12：45 受付 ひだまりの丘  
 

１０ 
おはなし会 
10：30～11：00  
大和すぎのこ保育園 

１１山の日 
休日当番医 

のりこ小児科 
☎358-1212 

 

１３ 
休日当番医 
富谷医院 
☎358-2872 

１４ １５ １６ １７ １８  

２０ 
休日当番医 
渋谷クリニック 
☎348-5211 

２１ 
ベビーヨガ 
１歳未満のお子さん 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

２２ 
キッズ広場（プール遊び）
１歳以上のお子さん 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園  

２３ 処暑 
おひさま栄養相談

 ～試食～ 
きゅうり 

11：00～12：00 
大和すぎのこ保育園 
 
おはなし会（もみじっ子） 
10：30～11：30 
まほろばホール和室 3 

２４ 
3 歳児健診 
対象：平成 26 年 1 月生 
12：00 受付 ひだまりの丘  
 
すぎちゃんのおはなし会  
どなたでも 
10：30～11：00 
大和町児童支援センター 

２５ 
子育てすこやか相談
9：30 受付 ひだまりの丘  

２６ 

２７ 
休日当番医 
明石台整形外科 
☎351-2322 

２８ 
ベビーマッサージ
生後２ヶ月～１歳未満 
10：00～11：00 
オイル代３００円 
※要予約
大和すぎのこ保育園 

 ３０ 

あそびの広場 そらいろのたね  

10：30～12：00 
鶴巣児童館 
 
すぎのっこ広場
（作って遊ぼう） 
生後２ヶ月～未就園児 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

３１ 
情報ばすけっと  
どなたでも 
10：30～11：00 
大和町児童支援センター 

『情報ばすけっと』とは? 
 大和町内の様々な乳幼児親子
向けイベント情報を提供します。 
 毎月、季節を感じることができ
る楽しいカレンダーを作ったり、
簡単な工作をしたりします。身長
や体重を測るコーナーもありま
す。子育て情報を交換しながら、
お友達作りもできますよ。 
 どなたでもどうぞ♪ 

 

 

 

 

 

 

 

～ こ ど も の ケ ン カ ～ 
子ども達のケンカには、ちゃんとそれなりの理由や思いが

あるので「ケンカ」自体が悪いことだとは思いません。むし
ろ、ケンカしないまま成長してしまうと、悪いことと良いこ
との違いを学べなくなってしまうかもしれません。 
子どものケンカは成長のチャンスと考え、子ども同士で解

決できそうなことであれば見守ることも時には大切。「して
はいけないこと」「した方がいいこと」など暗黙のルールを
身につけたり心の成長に必要な経験の一つなんですね。 

 

イクメンパパの子育て体験談 vol.26 
「夏の夜の恐怖・・・」 
 

寝苦しい夜が続く今日この頃・・・ 朝、目を覚ます
と身に覚えのない打撲跡が！w|;ﾟﾛﾟ|w ﾇｫｵｵｵｵ!! 
 恐る恐る、夜に調べてみると、暑さに我慢できなくな
った子どものかかとが、上空から振り下ろされてクリー
ンヒットしていたことが判明！！Σ(ﾟдﾟ;) 
 ある意味、一番怖い子どもたちでした～(￣Д￣；； 

 
にぎやかなセミの声から涼しげな秋の虫の声に移り変わるこの季節は、花火大会や盆踊り…と、家族で出かけ

るワクワク・ドキドキの楽しいイベントが盛りだくさん！ でも、ついつい子ども達の就寝時間は遅れがちに…。 
元気に楽しく遊んだ後には大人も子どもも「充電」が大切ですよね。“早寝・早起き・朝ごはん、いっぱい遊ん

だ後の清潔・休息”を心がけ、家族で楽しい夏の思い出をたくさん作っちゃいましょう！ 

 

4 日サンサンキッズ  
未就園児のママ 
10：15～11：30 
年間活動費１００円 
ひだまりの丘 

 

23 日サンサンキッズ 
未就園児のママ 
10：15～11：30 
年間活動費１００円 
ひだまりの丘 

 

30 日ヨギーニの集い 
どなたでも（女性） 
10：30～11：30 
※要予約☎佐々木 
ふれあいの杜 

 

３１日 
あきらちゃん&タンバリンくん 
親子ふれあい歌コンサート 
杜の丘児童館 
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※諸事情により予定の変更もあります。詳しくは各施設へお問い合わせください。 

日 月 火 水 木 金 土 

～ 汗 か き さ ん の 子 ど も 達 ～ 
子どもは大人より新陳代謝が活発です。大人より身体が小さくても全身の汗腺の数は
大人と同じなので、大人よりも余計に身体が汚れやすいのです。更に子どもの皮膚は
大人の半分なので、細菌やウイルスに感染しやすいのです。40℃以下のお風呂は血行
を良くし、皮膚の働きを助け感染を防ぎ、爽快感を得られ睡眠を促す効果があります。
お家の方とのお風呂を楽しみながら、夏の肌トラブル対策をしてみましょう（＾＾） 

１ 
サンサンキッズ 
未就園児のママ 
10：15～11：30 
年間活動費１００円 
ひだまりの丘 

２ 
おはなし会（おはなしの森） 
10：30～11：30 
まほろばホール和室 3 

３ 
休日当番医 
片岡内科医院 
☎358-7939 

４ 
赤ちゃん広場
１歳未満のお子さん 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

５ 
キッズ広場 
１歳以上のお子さん 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園  

６ 
すくすく健診 
対象：平成 29 年 4 月生 
12：30 受付 ひだまりの丘 
 
ヨギーニの集い
どなたでも（女性） 
10：30～11：30 
※要予約☎佐々木 
ふれあいの杜 

７ 白露 
3 歳児健診 
対象：平成 26 年 2 月生 
12：00 受付 ひだまりの丘  
 
てんたの小さなものがたり  
どなたでも 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園  

８ 
子育てサロン きらきら 
10：00～11：30 
町民研修センター 

９ 

１０ 
休日当番医 
大衡村診療所 
☎345-2336 

１１ 
ベビーマッサージ
生後２ヶ月～１歳未満 
10：00～11：00 
オイル代３００円 
※要予約
大和すぎのこ保育園 

１２ 
チャイルドヨガ  
１歳以上のお子さん 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

 １４ 
おひさま栄養相談 
～試食～ 
魚メニュー 

11：00～12：00  
大和すぎのこ保育園  

１５ 

みんなの広場 

10：30～12：00 

吉田児童館 

１６ 

１７ 
休日当番医 
佐藤病院 
☎358-6855 

１８敬老の日 
休日当番医 
杉山医院 
☎359-4123 

１９ ２０ 彼岸 

マタニティーセミナー 

レッスンコース

9：45 受付 ひだまりの丘 
 
おはなし会（もみじっ子） 
10：30～11：30 
まほろばホール和室 3 
 
すぎのっこ広場
（運動会ごっこ） 
生後２ヶ月～未就園児 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

２１ 
おはなし会 
どなたでも 
10：30～11：00 
大和町児童支援センター 
 
もり杜パーク 
（乳幼児広場） 
どなたでも 
10：30～11：30 
杜の丘児童館 

２２ 
子育てすこやか相談
9：30 受付 ひだまりの丘  

２３秋分の日 
休日当番医 
瀬戸医院 
☎345-2630 

２４ 
休日当番医 
大富胃腸科内科 
☎358-9110 

２５ 
赤ちゃん広場
１歳未満のお子さん 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

２６ 
キッズ広場 
１歳以上のお子さん 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園  

２７ 
1 歳 6 ヵ月児健診
対象：平成 28 年 2 月生 
12：45 受付 ひだまりの丘  
 

２８ 
おはなし会 
10：30～11：00 
大和すぎのこ保育園 

２９ 
情報ばすけっと  
どなたでも 
10：30～11：00 
大和町児童支援センター 

３０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この通信についてのお問い合わせは…大和町協働教育推進協議会家庭教育推進部 
たいわ家庭教育サポートチーム事務局 大和町生涯学習課 TEL ３４５-７５０８ FAX ３４４-３７５５ 

☎問い合わせ先 

吉岡児童館（345-4065） 吉田児童館（345-3009） 宮床児童館（346-2059） 鶴巣児童館（343-2138） 
落合児童館（345-4058） もみじケ丘児童館（358-0616） 杜の丘児童館（341-7156） 
もみじケ丘保育所（358-8555） 菜の花保育園（739-9056） 大和すぎのこ保育園（344-0031）  
杜の丘保育園（347-4711） 大和町児童支援センター（344-7311）  
子育てサロンきらきら（代表 佐々木 342-2444） サンサンキッズ佐々木・長谷川（子育て支援課経由 345-7503） 
おもちゃびょういん・ひまわり（代 表 勝 又 090-8616-2636） 大和町保健福祉課（345-7221） 
大和町子育て支援課（345-7503） 大和町社会福祉協議会（345-2156） 

 

20 日おもちゃびょういん ひまわり 
どなたでも 
10：00～12：00 
大和町児童支援センター 
 
ヨギーニの集い
どなたでも（女性） 
10：30～11：30 
※要予約☎佐々木 
ふれあいの杜 

 

29 日サンサンキッズ 
未就園児のママ 
10：15～11：30 
年間活動費１００円 
ひだまりの丘 

 

7 日杜のおはなし（おはなし会） 
どなたでも 
10：30～11：00  
杜の丘児童館 

 

14 日杜のサロン 
（ママのお話タイム） 
10：30～12：00 
お茶代 100 円 先着 20 組 
9/1（木）より受付開始 
杜の丘児童館 

 
２９日子育てサロン きらきら  
10：00～11：30 
町民研修センター 


