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 NEWS for KIDS

元気に育て
すくすく育て

子育てにちょうどいい！はつかいち
子育てや教育などの情報コーナー

 NEWS for KIDS

■ 育児教室【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

4 日㈮
10：30～12：00

本郷集会所
（浅原）

①赤ちゃんすくすく広場
　 0歳児の子育てサロン
②参加費100円
③津田児童館緯演2391

21日㈪
10：00～12：00 友和保育園

①わんぱくKIDS
　保育園で遊ぼう
③佐伯支所緯演1124

■ 育児相談【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

7 日㈪
9：30～10：30 あいプラザ ①�身長・体重測定、個別相

談（保健師または栄養士）
②親子（母子）健康手帳
※�友和市民センターの育児
相談は乳児健診と同時開
催です

9日㈬
13：30～14：00

友和市民
センター

18日㈮
9：30～11：00

大野子育て支援
センター（深江
保育園内）

■ 身体測定【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

28日㈪
10：30～11：00
13：30～14：00

あいプラザ

①�身長・体重測定（保健師
または看護師による）

※相談は実施しません
※申し込み不要
③子育て応援室緯運9188

■ 離乳食講座
と　き ところ 備　考

9 月 5 日㈫
10：00～11：30

廿日市子育て
支援センター

①実演・試食
③�8 月 7 日㈪から受け付け
開始

子育て支援センター緯欝1612
定　員　15組

■ 平成30年度宮島幼稚園　園児募集
　 問い合わせ先　宮島幼稚園☎瑛2009
入園資格　保護者が市内在住で、幼稚園までの送迎が
可能な人

保育時間　月・火・木・金曜日 9時～14時30分（要弁
当）、水曜日 9時～11時

※休園日は、土・日・祝・休日、年末年始
※希望者には、保育時間終了後～17時と、夏季休業な
ど長期休業中の預かり保育（有料）を行います

募集人数　 3歳児　25人（平成26年 4 月 2 日～
平成27年 4 月 1 日生まれ）

　 4・ 5歳児　若干名（平成24年 4 月 2 日～
平成26年 4 月 1 日生まれ）

見学日　 9月 4日㈪～ 8日㈮
※見学を希望する場合は事前に宮島幼稚園に連絡して
ください

※詳しくは宮島幼稚園のホームページを確認してくだ
さい

応募方法　市役所 4階学校教育課、宮島幼稚園、大野・
宮島支所担当窓口にある入園願に必要事項を記入の上、
宮島幼稚園まで子どもと一緒に来園してください。

受付日時　11月 1 日㈬、 2日㈭、 6日㈪、 7日㈫の 9
時～17時

※この日程以外で申し込みを希望する場合は、事前に
宮島幼稚園まで連絡してください

子育て・育児など
子育てに関する相談
電話での相談もできます。
●廿日市子育て支援センター　緯欝1612・姉欝1613
と　き　月～金曜日 8：30～17：15
　土・日・祝・休日10：00～12：00、13：00～17：00
ところ　あいプラザ
●阿品子育て支援センターあいあいキッズ
　緯・姉嬰1516
と　き　火～日曜日10：00～17：00
ところ　あいあいキッズ（フジグランナタリー店内）
●大野子育て支援センター　緯・姉悦0356
と　き　月～金曜日 9：00～15：00
ところ　深江保育園内
電話育児相談
市内各保育園で実施しています。
と　き　月～金曜日13：00～17：00
保育園 緯 姉 保育園 緯 姉

佐方 荏0858 荏5603 友和 焔0834 焔0672
廿日市 雲0112 雲1638 津田 演0952 演0939
平良 雲1165 荏7521 吉和 猿2470 猿2460
原 映6135 映1616 深江 悦0328 悦0356
宮内 曳0671 曳1636 池田 駅2026 駅2018
宮園 映6126 映3205 いもせ 駅2051 駅2009
串戸 荏0970 荏5706 梅原 益1559 益1558
地御前 嬰0273 嬰3262 丸石 駅2073 駅2010
阿品台東 曳0618 曳6111 鳴川 0827謁5571 0827謁5898
阿品台西 曳0351 曳4031

備考欄は、①内容、②持ってくる物、③問い合わせ・申込先です。
※�あいプラザは駐車場が少ないので、公共交通機関を利用して
来場してください

※�記載があるもの以外は、すべて土・日・祝・休日、年末年
始を除きます

悩みを抱えず、気軽に相談してください！

家庭での子どもの養育・親子関係・虐待など
家庭児童相談　電話での相談もできます。

●子育て応援室　緯運9129
と　き　月～金曜日 8：30～17：15
ところ　市役所 1階子育て応援室
●児童相談所全国共通ダイヤル　緯189

学校・教育・いじめなど
教育相談　電話での相談もできます。

●廿日市市こども相談室　緯荏8061・緯荏8062
と　き　月～金曜日 9：30～16：30
ところ　廿日市市こども相談室（下平良 1− 1− 4　 2階）
●学校教育課　緯運9209
と　き　月～金曜日 8：30～17：15
ところ　市役所 4階学校教育課
いじめに関する相談　電話での相談もできます。

●学校教育課　緯運9223
と　き　月～金曜日 8：30～17：15
ところ　市役所 4階学校教育課
●いじめ110番　緯（0120）080110
と　き　月～金曜日 9：30～16：30（時間外は留守番電話対応）
ところ　廿日市市こども相談室（下平良 1− 1− 4　 2階）
※通話無料。携帯電話からはかかりません
●いじめ相談メール
インターネットで「廿日市市いじめ相談メール」と検索

談してください相

保育料【平成29年度～平成31年度】

段階区分
保育料

第 1子 第 2子 第 3子
1 生活保護世帯　など 0円 0円 0円

2 市町村民税非課税世帯（市町村
民税所得割非課税世帯を含む） 2,500円 1,250円 0 円

3 市町村民税課税
世帯であり、そ
の所得割課税額
が右列の区分に
該当する世帯

77,100円以下 7,000円 3,500円 0 円
4 211,200円以下 7,500円 3,750円 0 円

5 211,201円以上 8,400円 4,200円 0 円

※市町村民税階層区分は、 4月～ 8月分は前年度、 9月～
翌年 3月分は当年度によって算出します

※市町村民税所得割課税額を計算するとき、税額控除（住
宅借入金等特別控除など）は適用しません

※「 4」「 5」階層は、多子世帯軽減措置の人数計算を小学
校第 3学年までの範囲で行うこととなります�

※その他、ひとり親世帯などへの軽減措置がありますので、
詳しくは学校教育課（緯運9202）まで問い合せてください


