
 山と清流の自然に囲まれた，落合の「ピースジャム工房」では，ママが子

育てをしながら働ける環境を目指し，無添加ジャムの製造や国内唯一のベ

ビーモスリンの縫製を行っています。工房の外には未就学児童サイズの木

製遊具や大きなケヤキのツリーハウスがあり，いつでも一般開放していま

す！ママやパパ，お友達や地域住民の方など，どなたでもお気軽に利用す

ることができます♪

そのほか，親子で参加できる「子育てワークショップ」や「季節のイベント」

を毎月開催しています♪ママ友づくりの機会としてもぜひご利用ください。

ワークショップ等のスケジュールは随時ホームページで公開しています。

冒険遊び場 気仙沼あそびーばー

外遊びには，子どもの五感を刺激する要素が無限に広がっています。こ

の刺激が，子どもの想像力をふくらませ「やりたい！」「やってみる！」の気

持ちを生み出します。

あそびーばーでは火を使ったり，地面に穴を掘ったり，木に登ったり，落

ち葉やどろんこなどの自然の素材を使い，子ども自身の「やってみたい」

を実現できる「子どもが主役」の遊び場です。「危ない」「汚れる」から禁止

するのではなく，子どものやってみたいという思いを大切にしています。

■開催日時 水・木・金・土・日曜日 10:00～17:00（季節毎に時間変動あり）

■住 所 本吉町洞沢133

■連絡先 一社）気仙沼あそびーばーの会 ☎ 0226-48-5564

■ホームページ http://asobi-ba.wix.com/playpark  

NPO法人 ピースジャム

■住 所 落合254-1

■連絡先 NPO法人 ピースジャム ☎0226-29-6583

■HP http://peace-jam.org/

■facebook

https://www.facebook.com/peacejam.kesennuma
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子育て支援「わくわくけせんぬま」

乳幼児親子の居場所作りをしている団体です。ゆったりくつろげる場所

の提供や子育て情報を提供しています。 『0歳ちゃん集まれ～！』『わくわ

くサロン』など，毎日の開放の他にママが楽しめるイベントなども開催して

います。

■開放日 平日月曜～金曜10:00～15:00無料開放

■飲食可能，おむつ交換台完備，お外遊びもできます！

■住 所 田尻沢190-3 aso-bon内 （駐車場10台程度）

■連絡先 ☎080-6030-6337 担当：星

■Facebook ■Instagｒam ■LINE

プレーパークけせんぬま

子どもの「やりたい！」と湧き上がる気持ちを大切にして、自由に過ご

せる遊び場です。季節の樹木や花や生き物、水遊びの水、工作用の木材や

工具、料理やドラム缶風呂ができる焚き火、いろんな遊びの素材がありま

す。プレーパークの歴史は1940年代ヨーロッパから始まり、市民の力で

全国各地に広がっています。「プレイワーカー」という専門スタッフが、子ど

もの挑戦を見守ったり、豊かに遊べる環境づくりをしています。遊びに来

る際は、着替えをお持ちになると安心です。

■開催日 月1回程度（QRコードより開催日をご確認ください）

■開催時間 10：00～18：00(変更する場合があります)

■利用方法 無料・登録なし，年齢制限なし・障がい有無不問，

子どもだけで来ることができます。

（託児や預かり場所ではありません。）

■住 所 田尻沢190-3 aso-bon内

■連絡先 ☎022-397-7507 一社）プレーワーカーズ

プレーパークけせんぬま

ホームページ
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キングス・ガーデン宮城 「キンダークラブ」

就園前の子ども達が，同年齢のお友達と遊びながら，お家の人が子育てについて気軽に話ができる場所

です。不安・悩みを抱えているお父さんお母さん！親子で楽しい時間を過ごしませんか？

■対 象 0～３歳ぐらいのお子さんとご家族

■開催日 第１・３月曜日（祝日の場合翌日） 年に数回イベントも行っています （遠足，夏祭り等）

■場 所 キングスタウン（１階地域交流スペース） 三日町3-1-1

■時 間 10：00～12：00

■内 容 体操，手遊び，歌，工作，絵本，紙芝居など

■参加費 無料（イベント時は１家族500円）

■持ち物 上靴

■問合せ キングス・ガーデン宮城 ☎0226-24-3001

水梨キッズかふぇ

水梨キッズかふぇは毎月１回，旧水梨小学校体育館を会場に，水梨地区の

ボランティア活動として， 子どもたちが自由に過ごせる場所を提供します。

気仙沼市水梨地域でお年寄りも子どもも障がいのある人たちも，みんな

がいきいきと生活できる場所となることを目指します。

■開催日 毎月第４日曜日（場合によっては変更有）

■申込み・参加費 不要

■住 所 物倉山6 無料駐車場有

■連絡先 水梨キッズかふぇ 090-7068-6029

一時預かり専門託児所 「子育てシェアスペースOmusubi」

生後2ヶ月〜小学生まての゙お子さんを、アットホームな環境て資゙格を持ったスタッフが大切にお預かりし

ます。予約はHPか電話でお願いします。事前面談・入会金・キャンセル料はありません。

美容院や歯医者、妊婦検診、兄弟の行事、引っ越し、在宅等での仕事やママのリフレッシュなど、理由は問

いません。一時的に子どもを預けたい、そんな時に是非、気軽に利用していただきたい場所です。

■開催日 月～日曜日 9:30～15:30 ※不定休／時間外の託児要相談

■託児料金 30分 350円（保険料込）

■住 所 三日町1丁目2-5（駐車場５台）

■連絡先 070-4818-1698（託児専用）

■HP 最新情報についてはLINE・Instagram・

Facebookいずれかの登録がおすすめです ♪

見学を希望される場合は、事前にご連絡ください。

Ｐ45 ◆認可外保育施設に掲載
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家カフェ HATA

■営業日 月～土曜日（出張託児やイベントで臨時休業あり）

■時 間 10：00～14：00（時間外対応可・要相談）

■住 所 西八幡町2-2

■連絡先 ☎070-8483-4446 担当：半沢

■Facebook ■Instagram

みやぎ生協子育てひろば「ひまわり」

子育てひろば「ひまわり」で、お子さんを遊ばせながらのんびりおしゃべ

りしませんか？

0～3歳児までのお子さんと家族なら、どなたでも参加できます。時間

内なら出入り自由です。時には楽しいイベントもありますよ。お申し込みは

不要です。直接会場に来てください。お待ちしています♪

■開催日 月1回

■住 所 東新城３－３－１ みやぎ生協メンバー集会室「ぽけっと」

■連絡先 みやぎ生協生活文化部 ☎022-347-3826

■ホームページ みやぎ生協子育てひろば開催日程

https://www.miyagi.coop/members/kosodate/detail.php?p=3

■ブログ「おさんぽ日和♪」気仙沼エリア「ひまわり」

お子様連れの方がゆっくり周りの目を気にしないでランチが出

来ます。もちろんランチ無しでも遊ぶだけに来ていただいても大

丈夫です。こどもメニューもご用意してあります！お子様椅子から

食事エプロン・蓋つきコップでの提供・授乳室やおむつ交換所も完

備しています！

お店でのイベントや出向いてのイベントも行っています。気楽に

過ごせますのでぜひ遊びに来てください！お待ちしております

(*^^*)

ホームページ

ブログ

http://blog.miyagi.coop/iinkai/?cat=587
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葦の芽幼稚園 連絡先 ☎0226-24-0583

1.こどものもり（親子登園広場）
遊びの場として「こどものもり」園舎を開放します。晴れた日は園庭

も開放します。ご近所に一緒に遊ぶ子がいない，遊ぶところがなくて

…などと思っている方，いらっしゃいませんか？ここは，お子様が一

緒に育ち合うお友達を見つけ，保護者様が子育て仲間に出会う場所

です。どうぞお気軽にお出かけください！

■対 象：０歳児～４歳児（就園前のお子様と保護者様）

■場 所：葦の芽幼稚園・子どものもり園舎

（古町3-5-8 ☎0226-24-0583）

■コース：月曜日（Aコース）／火曜日（Bコース）／水曜日（Cコース）

■時 間：全コース年間22回ほど 10：00～11：30

■参加費：無料

２.にこにこクラブ（親子教室）
就園前のお子様が保護者様と一緒に「幼稚園」に登園し，保育者や

体育の先生と楽しみながら遊びや学びを体験します。また保護者様

同士の交流や保育者との会話をする機会を持ちながら，お子様の健

やかな成長を「あそび」と「経験」「コミュニケーション」を通してサポー

トしてまいります。

■対 象：2歳児～４歳児（就園前のお子様と保護者様）

■場 所：葦の芽幼稚園・子どものもり園舎

（古町3-5-8 ☎0226-24-0583）

■時 間：5月から年間13回 10：00～11：30

■参加費：年額2,000円（保険料，おやつ代，教材費など）

葦の芽星谷幼稚園 連絡先 ☎0226-27-4178

わくわくクラブ（親子教室）
就園前のお子様が保護者様と一緒に「幼稚園」に登園し，保育者や

体育の先生と楽しみながら遊びや学びを体験します。また保護者様

同士の交流や保育者との会話をする機会を持ちながら，お子様の健

やかな成長を「あそび」と「経験」「コミュニケーション」を通してサポー

トしてまいります。

■対 象：2歳児～４歳児（就園前のお子様と保護者様）

■場 所：葦の芽星谷幼稚園

（岩月星谷55-1 ☎0226-27-4178）

■時 間：5月から年間13回 10：00～11：30

■参加費：年額2,000円（保険料，おやつ代，教材費など）
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未就学児であればどなたでも参加できます。感染症対策のため，予約

制となっております。2日前までに園にご連絡ください。

すきな遊びをとことん楽しもう！

気仙沼カトリック幼稚園 「ぴょんぴょんクラブ」

■対 象 未就学児とご家族（どなたでも）

■開催日 時間：毎月１回 9：30～11：30

■場 所 気仙沼カトリック幼稚園 南町1-1-1   

■持ち物 上靴（お持ちの方），うがい用コップ

■内 容 季節の遊び（プール・芋ほり等），園行事へのご招待（餅つき・

人形劇・コンサート等），やってみよう！（小麦粉粘土，かんた

ん工作等）

■参加費 １００円（おやつ代・保険料）

■問合せ 気仙沼カトリック幼稚園 ☎0226-24-0511

愛耕幼稚園 「こひつじひろば」

就園前のお子さんとお家の人が，一緒に触れ合い遊びなどの活動をし

て楽しく過ごします。感染症対策のため予約制となっておりますので,園ま

でご連絡ください。皆さんぜひご参加ください！

■対 象 未就園児とご家族

■開催日・時間 毎月１回 土曜日 10：00～11：30（日程は園のホーム

ページに掲載しております）

■場 所 愛耕幼稚園 反松2-6

■内 容 ホールで自由遊び（ままごと，積み木，ブロック等），手遊

び，リトミック，パネルシアター，おもちゃづくり等の親子

触れ合い遊び

■持ち物 上靴（親子共），水またはお茶

■参加費 １５０円（おやつ代・保険料）

■集合場所 幼稚園ホール

■問合せ 愛耕幼稚園 ☎0226-22-6939
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　親子で参加できるイベントや遊びの場を提供しているママサークルです。イベント内容や
サークル参加については，各団体にお問い合わせください。

こつぶっこ

●内 容

こつぶっこは，ママ達で作る自主サークルです。公園遊び，

誕生会，季節の行事等，月に３回，すこやか・松岩公民館等

で活動しています。メンバーには転勤者が多く，一緒に遊ぶ

お友達をお探しの方，ぜひ一度見学にいらしてください。

※毎年３～４月に新規会員を募集しています。

●連 絡 先 教育委員会 生涯学習課

☎ 0226-22-6600 （内線121.122）

ふぁみりあ

●内 容

「ふぁみりあ」は 病気 障がい 発達のんびりさんのお子さんを子育て中のお母さん（又はご家族）が，子育

てに関する悩みを気兼ねなく話しながら，情報交換や交流を図れる親子の居場所づくりをしています。

託児もあります。きょうだい児の参加も大歓迎です。お気軽にご参加ください。

●代表者名 佐藤 絵里

●連 絡 先 気仙沼市障害者生活支援センター

☎0226-24-5161

●facebook                       ●LINE

けせんぬま 森のおさんぽ会

●内 容

気仙沼の自然の中で遊びながら「見守る子育て」をしています。

森を散歩したり、磯で遊んだり、焚き火でご飯を作ったり…

大人も子どももそれぞれのペースで、自然の中でゆったり過ごしませんか？

※現在は月１回ほど活動しています。公式LINEにてお知らせするので、

ご登録してお待ちくださいね。

●代表者名 杉浦美里

●連 絡 先 ☎ 080-6926-1315（杉浦）

●メール

●ｆacebook ●ＬＩＮＥ＠ 【@wrg0070p】でID検索

https://m.facebook.com/k.morisanpo/

k.morisanpo@gmail.com
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こぱんだくらぶ

●内 容

こぱんだくらぶは毎週木曜日に活動している親子の集まりです。０～３歳

の子どもたちとママが楽しんで活動しています。小さなお子さんを連れて

遊びに来るのは大変かもしれませんが、1度遊びに来てみてください。

きっと、こぱんだくらぶの楽しさを体験できると思います。

転勤ママも定住ママも仲良く集まっています♪詳しくはＬＩＮＥ登録して

くださいね☆

●連絡先 090-4634-0644（担当：齋藤）

●LINE ID ＠581ｐｐｒｎ

●instagram ＠kopanda.kesennuma

けせんぬま旅する学校

●内 容

「今日はどこで学校しようか！」

不登校の子どもたちや親子と、週２回(火・木)、海や山、ツリーハウスや

お寺など様々な自然豊かな場所で活動しています。

特定の場所は決めず、気仙沼やその周辺の地域を移動しながら、旅を

するように遊び・学んでいます。

自分で考えて、やってみて、気づく。子どもたちの中に生まれる気持ち

を大事に、体感して学ぶ場所です。

ご興味ある方は、お気軽にメールやDMにてお問い合わせください。

●代表者名 杉浦美里

●メール k.tabisuru@gmail.com

●facebook https://www.facebook.com/k.tabisuru

●instagram https://www.instagram.com/k.tabisuru/

( 

)

ホームページ Facebook
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