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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 

１ エイプリルフール 

休日当番医 

大富胃腸科内科 
☎358-9110 

２ ３ ４ ５ 
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 

６ ７ 
おはなし会（おはなしの森） 
10：30～11：30 
まほろばホール  

８ 

休日当番医 

大和クリニック 
☎345-3411 

９ １０ １１ 
すくすく健診 
対象：平成 29 年 11 月生  
12：30 受付 ひだまりの丘 

１２ 
金子さんのおはなし会 
10：30～11：00 
大和すぎのこ保育園 

１３ 
子育てサロン きらきら  
10：00～11：30 
町民研修センター 

 

１５ 

休日当番医 

深見内科循環器内科医院 
☎345-3693 

１６ 
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 

１７ 
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 
 
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 

１８ 
1 歳 6 ヵ月児健診 
対象：平成 28年 9 月生  
12：45 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  

１９ 
3 歳児健診 
対象：平成 26 年 9 月生 
12：00 受付 ひだまりの丘 

２０ 
しがちゃんのえのぐあそび  
1～3 歳児 15 名と保護者 
10：30～11：45 
4/6（金）～要予約（先着順）  
大和町児童支援センター 
 
もり杜パーク 
どなたでも 
10：30～11：30 
杜の丘児童館 

２１ 

２２ 

休日当番医 

中谷クリニック 
☎351-8033 

２３ 
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 

２４ 
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 

２５ 

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 
 
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 

２６ 
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  

２７ 
子育てすこやか相談
9：30 受付 ひだまりの丘  

２８ 

２９ 昭和の日 

休日当番医 

新富谷 S・S レディース 

クリニック（産婦人科） 
☎348-3534 

３０ 振替休日 

休日当番医 

日吉台きむら内科 
☎348-0722 

❀ お 花 見 ス ポ ッ ト 紹 介 ❀ 
春といえばお花見ですよね♪日本気象協会によると仙台の桜の予想開花日は４月６日（３月

２０日発表）だそうですよ！ご家族やお友達と町内のお花見ｽﾎﾟｯﾄに出かけてみましょう！！ 

南川ダム周辺…ダム周辺に咲き揃う桜並木は見応え十分です！ 

吉岡八幡神社～吉岡小・大和中前周辺…歩道を歩きながら桜並木を眺めることができます。 

八谷館緑地公園…公園の桜はもちろん、上から眺める七ツ森もステキですよ♪ 

大和自衛隊駐屯地…４月９日から２２日まで駐屯地内の桜を見ることができるそうです。 

         ※開花状況により変更になることがあります。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みなさんの「子育て体験談」を 
子育て通信に掲載してみませんか！？ 
これまで「イクメンパパの子育て体験談」とし

て連載していたコラムが、パパに限らずママやじ

いじ、ばあば、地域の方からのエピソードを掲載

するかたちとなりました！ 
  内容は、子育て・孫育てなど子どもに関係する
エピソードであれば何でもＯＫ！ 
４００字程度で、メールまたはＦＡＸで大和町

生涯学習課までお寄せください(＾＾)/    
ただし、お寄せいただいた原稿の中から掲載さ

せていただくものを事務局が選定し、若干の編集
をさせていただくこともありますのでご了承く
ださい。 
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、FAX 番号は裏面をご覧ください♪ 

  今回は、大和町鶴巣にお住まいの方よりエピソ
ードをいただきました→→→ 

子育て体験談 vol. 30 ばあば編 
 娘が私の理想と違う形で結婚し、今年で早７年となります。その理
想とはある意味では親のエゴではありますが、その形を受け入れるま
でだいぶ葛藤がありました。人様のお子さんには許せることが、わが
子には許せなかったのです。今でも思い出すと、大分勝手な言葉を言
ってすまなかったなぁと反省するばかりです。 
 そういった経緯があったからかどうか、娘から子育ての愚痴を聞い
たことがなく、３人の子どもに恵まれ、日々大変ながらも目いっぱい
愛情を注いでいるのが感じられます。 
 「孫は目に入れても痛くない」と聞きますが、今はそれ以上に、孫
へと命をつないでくれた娘が、笑顔いっぱいで孫たちを守っている娘
が愛おしくてたまりません。 
 直接娘に言葉をかけることは恥ずかしいですが、結婚記念日など夫
婦２人になりたい時は、せめてもの気持ちで子守をさせてもらってい
ます。そんなことぐらいしかできない母です。 

 “頑張ってるね！ 胸張って暮らしてね！！ 私の娘
こ

！！！” 

 心の中では、そんな気持ちでいっぱいな日々を過ごしています。 
     大和町鶴巣のＹ・Ｓさんより 



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だより 

 

 

 
 

※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 

○児童館自由来館 月～金 
（各児童館で実施。乳幼児は親
子で一緒に参加ください。） 
○問い合わせ先は下記にあります。 

１ ２ ３ 憲法記念日 

休日当番医 

大富耳鼻咽喉科 
☎358-9120 

４ みどりの日 

休日当番医 

大和クリニック 
☎345-3411 

５ こどもの日 

休日当番医 

深見内科循環器内科医院 
☎345-3693 

６ 

休日当番医 

コミュニティクリニック上桜木 
☎358-1976 

７ 
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 

８ 
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 

９ 
すくすく健診 
対象：平成 29 年 12 月生  
12：30 受付 ひだまりの丘 

１０ 
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 

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

１２ 
おはなし会（お話の森）  
10：30～11：30 
まほろばホール  

１３ 母の日 

休日当番医 

富谷中央病院 
☎779-1470 

１４ １５ 
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 

１６ 
1歳 6ヵ月児健診 
対象：平成 28 年 10 月生 
12：45 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  
 
すぎのっこ広場
生後２ヶ月～未就園児  
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

１７ 
3 歳児健診 
対象：平成 26 年 10 月生  
12：00 受付 ひだまりの丘 
 
もり杜パーク 
どなたでも 
10：30～11：30 
杜の丘児童館 
 
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 

１８ 
子育てすこやか相談
9：30 受付 ひだまりの丘  

１９ 

２０ 

休日当番医 

吉岡まほろばクリニック 
☎345-9901 

２１ 
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 

２２ 
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 

２３ 
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 

２４ ２５ 
みんなの広場 
10：30～12：00 
吉田児童館 

２６ 

２７ 

休日当番医 

仙台リハビリテーション病院  
☎351-8118 

２８ 
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 

２９ 
栄養相談 
試食有 
11：00～12：00  
大和すぎのこ保育園  

３０ 
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 

３１ 
金子さんのおはなし会 
10：30～11：00 
大和すぎのこ保育園 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

                     メールアドレス  syakyo@town.taiwa.miyagi.jp 

 

☎問い合わせ先 
吉岡児童館（345-4065）宮床児童館（346-2059）吉田児童館（345-3009）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） ｻﾝｻﾝｷｯｽﾞ長谷川・ﾖｷﾞｰﾆの集い 佐々木（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） 

☆子育てサロン きらきら紹介☆ 
きらきらは自由で安全な親子が集える居場所で

す。親子で遊ぶだけでなく、親同士でお友達になった

り、スタッフとおしゃべりしたり、子どもを見守りな

がらホッと一息ついて、楽しいひとときを過ごして

いただけます。事前申込や登録の必要はありません

ので、直接会場へお越しください。 

 

☆開催日：毎月第２金曜日 ☆時 間：10：00～11：30 

☆会 場：町民研修センター 

～来てけさいん♪大和町の児童館！～ 
 大和町には、吉岡・宮床・吉田・鶴巣・落合・もみじケ丘・杜の丘

の各地区に児童館があります。どの館も楽しい遊具やおもちゃ、幼児

クラブや子育て講座といったイベントが盛りだくさんです！皆さんぜ

ひご来館ください♪ 

 吉岡児童館：吉岡字館下 88   もみじケ丘児童館：もみじケ丘3-32-2 

 宮床児童館：宮床字中野 28-1 杜の丘児童館：杜の丘 1-13 

 吉田児童館：吉田字仁和多利 16 

 鶴巣児童館：鶴巣北目大崎字塚 64 

 落合児童館：落合相川字長者原 32 

mailto:syakyo@town.taiwa.miyagi.jp

