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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 
赤ちゃん広場（水遊び）  
１歳未満 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園 

2 
きっず広場（水遊び）  
１歳以上 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園 

3 
すくすく健診 
対象：平成 28 年 3 月生  
12：30 受付 ひだまりの丘  

4 
金子さんのおはなし会  
１歳未満 
10：30～11：00  
大和すぎのこ保育園 

5 
マタニティーセミナー 
マタニティーライフセミナーコース
13：15～受付 ひだまりの丘  
（3 日前まで要予約） 
 
子育てサロン きらきら  
10：00～11：30 
町民研修センター 

6 
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  

7 
休日当番医 
大衡村診療所 
☎345-2336 

8 
赤ちゃん広場（水遊び）  
１歳未満 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園 

9 
きっず広場（水遊び）  
１歳以上 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園 

10 
1 歳６ヵ月児健診 
対象：平成２７年１月生 
12：45 受付 ひだまりの丘 

11 山の日 
休日当番医 
大和クリニック 
☎345-3411 

12 
 

13 

14 
休日当番医 
深見内科循環器内科 
医院 
☎345-3693 

15 
 

16 
 

17 
ベビーヨガ 
１歳未満 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

１８ 19 20 

21 
休日当番医 
中谷クリニック 
☎351-8033 

22 
赤ちゃん広場（水遊び）  
１歳未満 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園 

23 
おひさま栄養相談  

～試食～ 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園  

24 
おはなし会（もみじっ子）  
10：30～11：30 
まほろばホール図書室  
 
すぎのっこ広場  
（作って遊ぼう） 

生後２ヶ月～ 
10：00～11：00 
大和すぎのこ広場  

25 
３歳児健診 
平成２５年１月１日 

～２月１０日生 
12：00受付 ひだまりの丘 
 
すぎちゃんのおはなし会  
10：30～11：00  
大和町児童支援センター 

26 
子育てすこやか相談  
9：30 受付 ひだまりの丘  
 
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  

27 

28 
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 

29 
赤ちゃん広場（水遊び）  
１歳未満 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園 

30 
きっず広場（水遊び）  
１歳以上 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園 

31 
遊びの広場 そらいろのたね  
10：30～12：00  
鶴巣児童館 

○児童館自由来館 
（各児童館で実施 乳幼児は親子で一緒に参加く
ださい） 

月～金曜 9：00～１７：０0 
○問い合わせ一覧は裏面にあります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ギラギラ太陽の下、元気に過ごしていますか？ 「夏休み」や「お祭り」「お盆」「花火」に「水遊び」！ 

楽しいこと満載のこの季節。夏ならではの楽しいことをいっぱい経験させてあげたいですね  

この時期だからこそ「早寝・早起き・朝ごはん」で体調を整え、思いっきりエンジョイしちゃいましょう！ 

イクメンパパの子育て体験談 vol.２０ 
「トイレトレーニング実施中！」  

vol.18 で体験を書いた、子どもに「とおちゃん」

と呼ばせている育児に奮闘中の２８歳の親です。 

もうすぐ３歳になる長女は、現在トイレトレー

ニング真っ最中！長女は、いつものオムツから大

好きなキャラクター（アンパンマン）のパンツに

変更してちょ～ご機嫌(*≧ω≦)ｷｬﾊﾊ♪ ただ、長

女と次女を病院に連れて行ったときに、病院で

長女がパンツのまま「おもらし」をしてとおち

ゃんが大パニックになったのでした～ヽ(‘A`)ﾉｪ

ｪｪ 

 

＜暑い夏の水分補給＞ 

小さい子ども達は、遊びに夢中になってのどの渇きをわすれて

しまっていたり、お喋りがうまくできなくて渇きを伝えられなか

ったり…。上手に水分補給ができないことがあります。 

汗をたくさんかいた時には、子どもが飲みたいだけ飲ませてあ

げるのが基本です。お昼寝の前後や遊んだ後、入浴後など麦茶な

どを用意してあげましょう。 

でも、食事直前にたくさん飲むとお腹がいっぱいになって食事

が摂れなくなるので気をつけましょうね。 

ジュース類は糖分の取りすぎになるので、気をつけてね！ 

 

26 日 

町内小中学校始業式

 

 

30 日 

情報ばすけっと 

10：30～11：00 

大和町児童支援センター 
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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 
すぎちゃんのおはなし会  
10：30～11：00  
大和町児童支援センター 

2 3 
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 

4 
休日当番医 
日吉台きむら内科 
☎348-0722 

5 
赤ちゃん広場  
１歳未満 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園  

6 
チャイルドヨガ  
１歳以上 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園  

7 
すくすく健診 
対象：平成２８年４月生  
12：30 受付 ひだまりの丘  

8 
３歳児健診 
対象：平成２５年２月１１日 

～２月２８日生 
12：00 受付 ひだまりの丘 
 
金子さんのおはなし会 
１歳以上 
10：30～11：00 
大和すぎのこ保育園  

9 
子育てサロン きらきら  
10：00～11：30 
町民研修センター 

10 

11 
休日当番医 
コミュニティ  

クリニック上桜木 
☎358-1976 

12 
赤ちゃん広場  
１歳未満 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園  

13 
おひさま栄養相談  

～試食～ 
11：00～12：00  
大和すぎのこ保育園  

14 
すぎのっこ広場  
（運動会ごっこ）  

生後２ヶ月～ 
10：00～11：00 
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 

18 
休日当番医 
富谷中央病院 
☎779-1470 

19 敬労の日 
休日当番医 
吉岡ＱＱクリニック 
☎345-9901 

20 
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  

21 
１歳６ヵ月児健診 
対象：平成２７年２月１日 

～２月２０日生 
12：45 受付 ひだまりの丘  
 
おはなし会（もみじっ子）  
10：30～11：30 
まほろばホール図書室 

22 秋分の日 
休日当番医 
仙台リハビリ  

テーション病院 
☎351-8118 

23 
子育てすこやか相談  
9：30受付 ひだまりの丘 

24 
宮床児童館まつり 
10：00～ 
宮床児童館 

25 
休日当番医 
なりた耳鼻咽喉科 
☎344-6208 

26 27 28 
マタニティーセミナー 
マタニティーレッスンコース 
9：45～受付 ひだまりの丘  
（3 日前まで要予約） 
 
遊びの広場 そらいろのたね  
10：30～12：00  
鶴巣児童館 

29 30 
子育てサロン きらきら  
10：00～11：30 
町民研修センター 
 
情報ばすけっと  
10：30～11：00  
大和町児童支援センター 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

吉田児童館（345-3009）落合児童館（345-4058） 

宮床児童館（346-2059）鶴巣児童館（343-2138） 

もみじケ丘児童館（358-0616）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（大和町子育て支援課経由 345-7503） 

おもちゃびょういん・ひまわり（代表 勝又 090-8616-2636） 

大和町役場保健福祉課（345-7221） 

大和町役場子育て支援課（345-7503）大和町社会福祉協議会（345-2156） 

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 

＜材料＞○Ａ  レバー150ｇ、牛乳大さじ１ 

生姜（絞り汁）、みりん、醤油小さじ１ 

○Ｂ  三温糖大さじ１、水大さじ２ 

ミリン、醤油、ケチャップ小さじ１ 

・片栗粉 適量  ・揚げ油 適量 

＜作り方＞①ボウルに○Ａを入れ、10 分程度漬け込む。 

②鍋に○Ｂの調味料と水を入れて煮立たせ、

冷ましておく。 

③別のボウルに片栗粉を準備し①のレバー

に片栗粉をまぶし揚げる。揚げたら細切

りにしておく。 

④揚げたレバーに②で作っておいたタレを

からませて出来上がり☆ 

 

 
夏ばて予防にぴったりメニューを紹介し

ます♪ レバーのケチャップ煮 

 

13 日 

ひだまりランド  

10：30～11：00 

大和町児童支援センター 
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