
広報はつかいち平成31年 3 月号 24広報はつかいち平成31年 3 月号25

 NEWS for KIDS NEWS for KIDS

元気に育て
すくすく育て

■ 育児教室【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

8 日㈮
10：30～12：00 津田児童館

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

19日㈫
10：00～12：00

友和市民
センター

①わんぱくKIDS
　ふれあい遊び
③佐伯支所緯演1124

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、来場の際は公共交通機関

を利用してください

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

相談してください
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 9：00～17：00

土・日曜日、祝・休日10：00～17：00
ところ　あいプラザ
●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
●子育て応援室　緯運9189
と　き　月～金曜日 8：30～17：00
ところ　市役所 1 階子育て応援室
�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

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

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

悩みを抱えず、気軽に相談してください！

●重度医療の手続き
　 4月から小学校へ入学する児童が、重度心身障害者医療
費支給の対象となる場合は、申請をしてください。
　重度心身障害者医療費支給の対象に認定されると、 1つ
の医療機関ごとで 1カ月に支払う自己負担額が、外来は 4
日まで、入院は14日まで 1日200円、それ以降は無料となり
ます。
対　象　①身体障害者手帳 1～ 3 級、②療育手帳Ⓐ・A・
Ⓑのいずれかを持っている人
申請に必要なもの　健康保険証、印鑑（ゴム製不可）、身体
障害者手帳または療育手帳
※平成30年 1 月 1 日に廿日市市に住民票がなかった人（本
人および扶養義務者）は、課税台帳記載事項証明書が必
要な場合があります

小学校入学による福祉医療（重度医療・ひとり親家庭等医療）
保険課緯運9160　こども課緯運9153

■ 育児相談【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

4 日㈪
9：30～10：30 あいプラザ

①保健師または栄養士による
身長・体重測定、個別相談

②親子（母子）健康手帳
※吉和福祉センターは乳幼児
健診と同時開催

※友和市民センターは育児教
室と同時開催

③子育て応援室緯運9188、吉
和支所緯猿2113、佐伯支所
緯演1124、大野支所緯運
3309（申し込み不要）

14日㈭
13：45～14：15

吉和福祉
センター

19日㈫
9：30～10：00

友和市民
センター

20日㈬
9：30～11：00

大野福祉保健
センター

■ 身体測定【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

25日㈪
10：30～11：00
13：30～14：00

あいプラザ

①保健師または看護師による
身長・体重測定

※相談は実施しません
③子育て応援室緯運9188（申
し込み不要）

　平成31年度の廿日市市奨学生を募集します。
申込資格　次の全てに該当する人
・保護者または本人が 1年以上継続して市内に居住してい
ること
・高等学校および大学またはこれと同程度の学校に在学し
ている人、または入学予定の人
・学習意欲があり、経済的理由により修学が困難であると
認められる人
申込方法　市役所 4階教育総務課にある申請書に必要書類
を添付し、提出してください。
申込期間　 3月 1日㈮～29日㈮
※採用・不採用の結果は 4月下旬に通知します

平成31年度　廿日市市奨学生を募集します
教育総務課緯運9200

貸付金額　月額（無利子）
区　分 国公立 私　立

高等学校 1万円 2万円
高等専門学校 1万円 2万円
専修学校（高等課程） 1万円 2万円
専修学校（専門課程） 2万円 3万円
短期大学・大学 2万円 3万円

●ひとり親家庭等医療
　 4月から小学校へ入学する児童のいる世帯が、ひとり親
家庭等医療の受給世帯である場合、その児童は乳幼児等医
療から、ひとり親家庭等医療の受給者に切り替わります。
　なお、小学校入学以降は、どちらの制度でも医療機関を
受診した際に窓口負担（ 1日500円）が掛かり、制度が切り
替わっても、サービスは変わりません。また、切り替えの
手続きは必要ありません。 3月下旬に、新たに小学校に入
学する児童を追加した受給者証を送付しますので、確認し
てください。


