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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 9：00～１７：０0 

○問い合わせ一覧は裏面にあります 

１ エイプリルフール  

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  

２ 

休日当番医 

富谷中央病院 

☎779-1470 

３ ４ ５ ６ ７ ８ 

９ 

休日当番医 

吉岡ＱＱクリニック 

☎345-9901 

１０ 

町内小中学校入学式 

１１ １２ 
すくすく健診 
対象：平成 28 年 11 月生  

12：30 受付 ひだまりの丘 

１３ 

わらべうたとお話会 

10：30～11：00 

大和すぎのこ保育園 

１４ 

子育てサロン きらきら  

10：00～11：30 

町民研修センター  

１５ 

1６ 

休日当番医 

仙台リハビリテーション病院 

☎351-8118 

１７ 

ベビーマッサージ  

２ヶ月～ハイハイまでの赤ちゃん 

10：00～11：00  

オイル代３００円 

※要予約 

大和すぎのこ保育園  

１８ 

キッズ広場 

１歳以上のお子さん 

10：00～ 

大和すぎのこ保育園 

 

おもちゃ病院 

10：00～12：00 

大和町児童支援センター 

１９ 
1 歳 6 ヵ月児健診  
対象：平成２７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  
まほろばホール図書室 

２０ 
3歳児健診 
対象：平成 25 年 9 月生  
12：00 受付 ひだまりの丘  
 
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 

２１ 

マタニティーセミナー 

クッキングコース  

9：45 受付 ひだまりの丘 

 

しがちゃんのえのぐあそび  

１～３歳児１５名と保護者  

4/7～要予約（先着順） 

10：30～11：45 

大和町児童支援センター 

２２ 

2３ 

休日当番医 

なりた耳鼻咽喉科 

☎344-6208 

２４ 

赤ちゃん広場 

１歳未満のお子さん 

10：00～ 

大和すぎのこ保育園 

２５ 

キッズ広場 

１歳以上のお子さん 

10：00～ 

大和町すぎのこ保育園 

２６ 

サンサンキッズ 

未就園児のママ  

午前中 

ひだまりの丘 

２７ 

ベビーヨガ 

１歳未満のお子さん 

10：00～ 

大和すぎのこ保育園 

２８ 

子育てすこやか相談

9：30 受付 ひだまりの丘  

２９昭和の日 

 

３０ 

休日当番医 

あかいし台眼科 

☎346-1719 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～お花見に出かけませんか？～ 

4月はお花見の季節。大和町にもたくさんのお花見スポットがあります。桜の便りが聞こえてきたら、お弁当を持って、家族でお花見に 

出かけてみませんか。日本気象協会によると宮城県（仙台）の桜の予想開花日は4月9日頃（3月15日発表）だそうです。 
 

＜お花見スポット紹介＞ 南川ダム周辺…ダム周辺に数多くの桜の木が植えてあります。ダム周辺に咲き揃う桜並木は見応え十分ですよ。 

吉岡八幡神社～吉岡小・大和中前周辺…武道館周辺～学校前の歩道を散歩しながら桜並木を眺めてみましょう。 

八谷館緑地公園…公園の上から眺める七ツ森の姿が美しく、公園内の桜もすてきですよ。 

大和自衛隊駐屯地…4月10日（月）頃から駐屯地内の桜を見ることができるようです。 

※開花状況により変更になることがあります。 

 

☆ 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。

親子で遊ぶだけではなく、同世代の親子同士でお友達

になったり、スタッフ相手におしゃべりしたり、子ど

もを見守りながらホッとひと息ついたりと、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 

 

２１日サンサンキッズ 
未就園児のママ 
午前中 

 ひだまりの丘 

～絵本は子どもの創造性と心を育みます～ 
４月２３日から５月１２日はこどもの読書週間です。日頃は忙し

くて親子で絵本を楽しむ時間がないという方もいらっしゃるかと

思います。 

この機会に是非、お子さんと一緒に絵本を開いてみませんか？ 

まほろばホール図書室には、赤ちゃん向けの絵本から大人も楽し

める絵本まで多数取り揃えております。お気に入りの一冊を見つけ

にお出かけしてみてください。 

 

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 

☆子育てサークル「サンサンキッズ」新メンバー募集中☆ 

0 歳児～未就園児のお子さんをお持ちのママたちが主催するサークルです。月に

数回集まり、親子遊びや季節の行事などを企画し交流を図っています。お友達作り

や気分転換に一緒に活動しませんか?また、５月より女性のためのヨガサークル「ヨ

ギーニの集い」のメンバーも募集します♪ ☎サンサンキッズ佐々木（子育て支援課経由） 

 

 
なんとなく心がウキウキするこの季節。新生活にワクワクしている方もいらっしゃることでしょう。 

「子育て通信」では、親子で楽しめるイベントやお役立ち情報をお知らせいたします。また、子育てで困ったことなどあ

りましたら、お気軽にご相談ください。子どもは天から授かった「宝物」です。一緒に子育てを楽しみましょう！ 

 

２９日休日当番医 

 公立黒川病院 

 ☎345-3101 
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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 

１歳未満のお子さん 

10：00～ 

大和すぎのこ保育園 

２ 

キッズ広場 

１歳以上のお子さん 

10：00～ 

大和すぎのこ保育園 

３憲法記念日 

休日当番医 

瀬戸医院 

☎345-2630 

４みどりの日 

休日当番医 

やすこ女性クリニック（婦人科）  

☎351-6503 

５こどもの日 

休日当番医 

大富胃腸科内科 

☎358-9110 

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 

大清水内科クリニック  

☎346-0482 

 

８ 

赤ちゃん広場 

１歳未満のお子さん 

10：00～ 

大和すぎのこ保育園 

９ 

チャイルドヨガ  

１歳以上のお子さん 

10：00～ 

大和すぎのこ保育園 

 

ひだまりランド  

どなたでも 

10：30～11：00 

大和町児童支援センター 

１０ 
すくすく健診 
対象：平成 28 年 12 月生  

12：30 受付 ひだまりの丘 

１１ 

栄養相談 

「離乳食メニュー」 

11：00～ 

大和すぎのこ保育園 

１２ 

子育てサロン きらきら  

10：00～11：30 

町民研修センター  

１３ 

１４ 母の日 

休日当番医 

ほそごえ整形外科 

☎725-4645 

１５ 

サンサンキッズ 

未就園児のママ 

午前中 

ひだまりの丘 

１６ 

おもちゃ病院 

10：00～12：00 

大和町児童支援センター  

１７ 
1 歳 6 ヵ月児健診  
対象：平成２７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 

まほろばホール図書室 

１８ 
3歳児健診 
対象：平成 25 年 10 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  

１９ 

子育てすこやか相談

9：30 受付 ひだまりの丘  

 

みんなの広場 

10：30～12：00 

吉田児童館 

２０ 

小学校運動会 

鶴巣小 

２１ 

休日当番医 

富谷ファミリー  

メンタルクリニック 

☎725-4156 

２２ 

ベビーマッサージ  

２ヶ月～ハイハイまでのお子さん  

10：00～11：00※要予約  

大和すぎのこ保育園 

２３ 

積み木で遊ぼう!! 

10：00～11：00 

大和すぎのこ保育園 

 ２５ 

わらべうたとお話会 

10：30～11：00 

大和すぎのこ保育園 

２６ ２７ 

小学校運動会 

吉岡小・宮床小・吉田小 

落合小・小野小 

２８ 

休日当番医 

明石台こどもクリニック 

☎725-8815 

２９ 

赤ちゃん広場 

１歳未満のお子さん 

10：00～ 

大和すぎのこ保育園 

３０ 

キッズ広場 

１歳以上のお子さん 

10：00～ 

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 

 

 

☎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（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） 

 

イクメンパパの子育て体験談vol.２４  

「鬼となまはげの融合体「鬼はげ」」 
 ちょっと前の節分の話ですが・・・・ 

 29 歳のボクは秋田県出身で、なまはげを見る機会が多かったせいか、我が家

では節分のときに鬼となまはげが融合した鬼はげのイベントが発生するので

す！！Ξ(*ﾟ▽ﾟ)ﾉ 
 鬼登場 ⇒ 「わりぃ子はいねがぁ～！(∴｀┏ω┓´)/」 

⇒ 子どもギャン泣き ⇒ 子ども連れ去る ⇒ まめ投げられる ⇒ 退散 

ってな流れッス！ 

 鬼って子どもにとってめちゃめちゃ恐いみたいで、その後の晩ご飯はキレイに

残さず食べていましたよ～（笑） ただトラウマになることもあるので、イクメ

ンパパの皆さんはやりすぎには気をつけてね～(*￣▽ )̄ﾉ~~ ﾏﾀﾈｰ♪ 

 

１７日すぎのっこ広場  
「親子触れ合い遊び」 
10：00～11：00 

大和すぎのこ保育園 

 

１７日ヨギーニの集い  
どなたでも（女性） 
10：30～11：30 

  ※要予約 
ふれあいの杜 

 

３１日ヨギーニの集い  
どなたでも（女性） 
10：30～11：30 

  ※要予約 
ふれあいの杜 

ヨギーニの集いとは…ヨガをする女
性の集まりです。年齢不問・初心者・
妊活中・産後の体力回復などどなたで
も参加ＯＫ♪詳しくはサンサンキッズ
佐々木（☎子育て支援課経由）まで☆ 

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 
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