
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 

 

 

 

 
2017年 2月１日 Vol.28 発行 

※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 

１７日・２７日ママはぴ☆ヨガＷＳ 
 ヨガで心も体もリフレッシュ♪ 

興味のある方であれば、初めての方やお子様連れ、パパも

大歓迎です！定員がございますので、サンサンキッズ 佐々

木（子育て支援課経由）までお電話ください（^^） 

1 
すくすく健診 
対象：平成 28 年 9 月生 
12：30 受付 ひだまりの丘 

2 
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 

3 節分 
マタニティーセミナー 
マタニティーライフセミナー 
13：15 受付 ひだまりの丘  

４ 
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  

5 
休日当番医 
瀬戸医院 
☎345-2630 

6 
赤ちゃんのひろば 
１歳未満 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

7 
キッズひろば
１歳以上 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

8 
1 歳 6 ヵ月児健診
対象：平成 27 年 6 月 21 日 

～7 月 20 日生  
12：45 受付 ひだまりの丘  
おひさま栄養相談
～親子クッキング～ 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

9 
3 歳児健診 
対象：平成 25 年 7 月生 
12：00 受付 ひだまりの丘  
 
金子さんのおはなし会
10：30～11：00  
大和すぎのこ保育園 
 

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

１１建国記念の日 
休日当番医 
杉山医院 
☎359-4123 

12 
休日当番医 
佐藤病院 
☎358-6855 

13 
赤ちゃんのひろば 
１歳未満 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

14 バレンタインデー 
おひさまマリンバコンサート
生後２ヶ月～未就園児  
10：15～11：00 
大和すぎのこ保育園 
 
ひだまりランド
どなたでも 
10：30～11：30 
大和町児童支援センター 

15 
ベビーヨガ 
１歳未満  
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園 
 
おはなし会（もみじっ子） 
10：30～11：30 
まほろばホール図書室 

16 17 
ママはぴ☆ヨガＷＳ 
どなたでも 定員 20 名  
10：20～11：30 
※要予約（☎サンサンキッズ）  
ひだまりの丘 1Ｆひまわり  

18 

19 
休日当番医 
大富胃腸科内科  
☎358-9110 

20 
赤ちゃんのひろば 
１歳未満 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

21 
キッズひろば
１歳以上 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

22 
すぎのっこ広場  
（おひなさま作り） 
生後２ヶ月～未就園児 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園 
 
あそびの広場 そらいろのたね
10：30～12：00  
鶴巣児童館 

23 
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  

24 
子育てすこやか相談
9：30 受付 ひだまりの丘  

25 
まほろば大学閉講式
文化講演会  

26 
休日当番医 
大和クリニック 
☎345-3411 

27 
赤ちゃんのひろば 
１歳未満 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

28 
キッズひろば
１歳以上 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 立春を迎え、暦の上では春になります。 

 節分やひな祭り、バレンタインデーやホワイトデーとイベントが続き、春の予感が広がる季節になりますが、

まだまだ寒い日が続きます。風邪を引かないように注意しないといけないですね。 

 イクメンパパの子育て体験談 vol.２3 「肩冷たいオバケ」 

 皆さ～ん！子どもとのお風呂楽しんでますか～？(^|0|^)ｵｰｲ!! 

 我が家ではお風呂場がおもちゃだらけになってますよ～！しか

も、父親も一緒に遊んでたりして…(=´Д｀=)ゞ ｲﾔｧｰ 

 やっぱりおもちゃがあると立ちっぱなしで遊んでばっかり！！

風呂につからないで、くしゃみをしている始末ですよ！！そんな

ときに我が家では「肩が冷たくなってきた！肩冷たいオバケがく

る！ (ﾟ＿ﾟ i)ﾀﾗｰ」って言うと、すぐにお風呂に肩までつかってく

れるんだよ～（笑） 

すんごい怒ってるときでも無言で肩までお風呂につかるからマ

ジでおもしろい！みんなもやってみてね～ o(>▽<)o 

 

 13 日 ママの料理教室～幼児食編～ 

 2～3 歳児と母親 10 組 10：00～13：00  

 ※要予約（保健福祉課） まほろばホール  

 

２８日情報ばすけっと  
どなたでも 
10：30～11：00 

大和町児童支援センター 

「桃の節句」と「ひな祭り」の違いは？ 
 
桃の節句は、元々中国の古い時代から行われ

ていた、川でみそぎをし身を清める「厄祓い」
の風習からきたと言われています。 

その後に日本でも広がり、ひな祭りは平安時
代の頃に身の代わりとして紙の人形を川に流し
て厄を祓う「流し雛」が定着していき、江戸時
代になる頃には、女の子達のままごと「ひいな
遊び」のお人形と、紙人形が結びついて「ひな
祭り」と定着していったと言われています。 

つまりは、呼び方が違うだけで、「桃の節句」
と「ひな祭り」に違いはないということですね。 
 

 

２７日ママはぴ☆ヨガＷＳ 
 どなたでも 定員 20 名  
 ※要予約（☎サンサンキッズ） 
 10：20～11：30 
 ひだまりの丘 1Ｆひまわり  
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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 

○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 9：00～１6：30 

○問い合わせ一覧は下記にあります 

1 
すくすく健診 
対象：平成 28 年 10 月生  
12：30 受付 ひだまりの丘 

2 
金子さんのおはなし会
10：30～11：00  
大和すぎのこ保育園 
 

3 ひな祭り 
なにがでるかおたのしみの会パート２
どなたでも 
10：30～11：30  
大和町児童支援センター 

４ 
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  

5 
休日当番医 
深見内科循環器内科医院  
☎345-3693 

6 
赤ちゃんのひろば 
１歳未満 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

7 
キッズひろば
１歳以上 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

8 
チャイルドヨガ  
１歳以上 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

9 １０ 
子育てサロン きらきら
10：00～11：30 
町民研修センター 
 
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 
 
町内中学校卒業式  

１１ 

12 
休日当番医 
コミュニティクリニック上桜木  
☎358-1976 
 

13 
赤ちゃんのひろば 
１歳未満 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

14 ホワイトデー 
キッズひろば
１歳以上 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

15 
1 歳 6 ヵ月児健診
対象：平成 27 年 7 月 21 日 

～8 月 31 日生  
12：45 受付 ひだまりの丘  
 
あそびの広場 そらいろのたね
10：30～12：00  
鶴巣児童館 
 
おはなし会（もみじっ子） 
10：30～11：30 
まほろばホール図書室 

16 
3 歳児健診 
対象：平成 25 年 8 月生 
12：00 受付 ひだまりの丘  
 
みんなの広場 
10：30～12：00  
吉田児童館 
 
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  

17 
町内小学校卒業式 

１８ 

19 
休日当番医 
新富谷Ｓ・Ｓレディース 

クリニック 
☎348-3534 

20 春分の日 
休日当番医 
日吉台きむら内科 
☎348-0722 

21 22 
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  
 

23 24 
子育てすこやか相談
9：30 受付 ひだまりの丘  
 
町内小中学校修了式  

25 

26 
休日当番医 
中谷クリニック  
☎351-8033 

27 28 

 

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 
子育てサロン きらきら
10：00～11：30 
町民研修センター 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 
吉岡児童館（345-4065）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 

 

22 日赤ちゃん・キッズひろば  
合同（お楽しみ会） 

10：00～11：00 

大和すぎのこ保育園 
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