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2017年 6月１日 Vol.30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 

○児童館自由来館 月～金 9：00～17：00 
（各児童館で実施 乳幼児は親子で一緒に参加ください） 

 
○問い合わせ一覧は裏面にあります 

１ ２ 
おひさま栄養相談

 ～試食～ 
歯に良いメニュー 
11：00～12：00 
大和すぎのこ保育園 

３ 
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 

４ 
休日当番医 
大富耳鼻咽喉科 
☎358-9120 

５ 
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 

６ 
ピンポンパンがやってくる！
生後２ヶ月以上 
10：00～11：00  
大和すぎのこ保育園  

７ 
すくすく健診 
対象：平成 29 年 1 月生 
12：30 受付 ひだまりの丘 

 ９ 
子育てサロン きらきら 
ごきげん座さん 
10：00～11：30 
町民研修センター 

 

１１ 
休日当番医 
やすこ女性クリニック（婦人科）  
☎351-6503 

１２ 
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 

１３ 
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
10：00～12：00 
大和町児童支援センター 

１４ 
1 歳 6 ヵ月児健診
対象：平成２７年 11 月生  
12：45 受付 ひだまりの丘  
 
 

１５ 
3 歳児健診 
対象：平成 25 年 11 月生  
12：00 受付 ひだまりの丘  
 
わらべうたとおはなし会
10：30～11：00 
大和すぎのこ保育園 

１６ 
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 

 

みんなの広場 

10：30～12：00 

吉田児童館 

１７ 
ママのほっとタイム
子育て中の母親１０名 
参加費１００円 
※要予約 6/1～ 
10：30～11：15 
大和町児童支援センター 

１８ 父の日 
休日当番医 
きぼうの杜診療所 
☎344-4607 

１９ ２０ 
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 夏至 
すぎのっこ広場
（体を動かして遊ぼう） 
生後２ヶ月～未就園児 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 
 
おはなし会（もみじっ子）  
10：30～11：30 
まほろばホール和室 3 

 ２３ 
子育てすこやか相談
9：30 受付 ひだまりの丘  

２４ 

２５ 
休日当番医 
田山小児科医院 
☎345-0738 

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

２８ 
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 

 

あそびの広場 そらいろのたね  

10：30～12：00 

鶴巣児童館 

２９ 
子どもの本展示会 
（～7/2） 
まほろばホール 
10：00～16：00 
 
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 
子育てサロン きらきら 
10：00～11：30 
町民研修センター 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
大和町のシンボル七ツ森もすっかり緑が濃くなり、いよいよ夏到来！という感じがしますね！ 

 新年度が始まって２ヶ月。そろそろ新しい生活にも慣れてきた頃ではないでしょうか！?大和町には、親子で参

加できる催しがいっぱいあります！親子で一生の思い出をつくることができると良いですね♪ 

イクメンパパの子育て体験談 vol.２５「せっかく・・・」 

 仕事場所が変わってなかなか子どもと平日夜に遊べな
くなったいつものボクです！子どもの朝は戦争ですよね
(ノ◇≦。) ﾋﾞｪｰﾝ!! 起きない・怒る・泣く・よだれ臭い（笑） 
大変だと思います(￣Д￣；； そんな中で我が家では、寝
巻きからお出かけ服に着替えさせてから朝食なんですが、
服にトマトの汁が・・・せっかく着替えたのに～（泣）朝
からドタバタの我が家でした～(￣ω￣;) 

祝３０回目！！ 

 平成２４年度から発行し続けて早５年…。おかげ
さまで、子育て通信も今回で３０回目をむかえるこ
とができました！子育て中の皆さんに、「子育てっ
て楽しい！」と感じていただけるよう、親子で参加
できるイベントや遊び場の情報を掲載してきまし
た。これからも皆さんのお役に立てるよう、新しい
情報やおもしろいイクメンパパの体験談など、たく
さん掲載していきますので、どうぞよろしくお願い
いたします（＾o＾）ノシ 

 

２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 

 

２１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
羽 

http://3.bp.blogspot.com/-jdbPAtsBPsI/U3WdJMqqS2I/AAAAAAAAgnE/0MhD5OT3KOQ/s800/father_stamp.png
http://2.bp.blogspot.com/-Xp1hluT0JKg/UYHoNBEieiI/AAAAAAAAREI/dqKfjfX-3SM/s600/_kasa_girl.png
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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 

幼児学級「どんぐりクラブ」（町民研修センター）7/21、9/22、11/17、1/19、2/16 すべて金曜日 
幼児学級「どんぐりクラブ」inふれあいの杜（南部コミュニティセンター）8/25、10/27、12/15 すべて金曜日 
H25.4.2～H27.9.1 生れのお子さんと保護者が対象の講座です。親子で楽しくリズム運動や手遊び、
工作をしてみませんか?まだ定員に達していませんので、気になる方はお電話を♪  ☎345-7508 

１ 
おはなし会（おはなしの森）  
11：00～11：30 
まほろばホール 1F 交流ホール  

２ 
休日当番医 

ちば小児科医院 
☎358-0601 

３ 
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 

４ 
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 

５ 
すくすく健診 
対象：平成 29 年 2 月生 
12：30 受付 ひだまりの丘 
 
 

 ７ 七夕 

みんなの広場 

10：30～12：00 

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

８ 

９ 
休日当番医 

塚本耳鼻咽喉科医院 
☎345-2734 

１０ 
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 

１１ 
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 

１２ 
1 歳 6 ヵ月児健診
対象：平成２７年 12 月生  
12：45 受付 ひだまりの丘  
 
Let’s 3B 体操 
どなたでも 
10：30～11：30 
大和町児童支援センター 

１３ 
3 歳児健診 
対象：平成 25 年 12 月生  
12：00 受付 ひだまりの丘  
 

  

１６ 
休日当番医 

長澤整形外科クリニック 
☎358-7688 

１７海の日 
休日当番医 

かとう眼科医院 
☎347-1682 

１８ 
おもちゃびょういん ひまわり  
10：00～12：00 
大和町児童支援センター 
 

１９ 土用 
おはなし会（もみじっ子）  
10：30～11：30 
まほろばホール展示室 
 
すぎのっこ広場
（夏まつりごっこ） 
生後２ヶ月～未就園児 
10：00～11：00 
大和すぎのこ保育園 

２０ 
町内小中学校終業式
 
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  

２１ 
 

２２ 

２３ 大暑 
休日当番医 

明石台レディースクリニック 
☎772-8188 

２４ 
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 

２５ 
おひさま栄養相談 
～試食～ 

とうもろこしの皮むき 
11：00～12：00  
大和すぎのこ保育園  

２６ 
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 

２７ 
わらべうたとおはなし会
10：30～11：00 
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 

３０ 
休日当番医 

いとうクリニック 
☎348-3051 

３１ 

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  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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） 

 

３１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 

 

１９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 

 

5 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 

☆サンサンキッズ☆ 

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? 

☎サンサンキッズ長谷川まで 

（子育て支援課経由） 

 

☆ヨギーニの集い☆  
女性限定のヨガサークルです。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 です！お

子様連れの方ははご相談ください。 

☎サンサンキッズ佐々木まで 

（子育て支援課経由） 
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