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 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

27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

■ 育児相談【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

11日㈪
9：30～10：30

山崎本社
みんなの
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
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（申込不要）
※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

14日㈭
13：45～14：15

吉和福祉
センター

27日㈬
9：30～10：00

友和市民
センター

29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

25日㈪
10：30～11：00
13：30～14：00

山崎本社
みんなの
あいプラザ

①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
込不要）

■ マタニティスクール【妊婦とその家族】
と　き ところ 備　考

27日㈬
10：00～12：00

山崎本社
みんなの
あいプラザ

①みんなでおしゃべり会・ミ
ニ講座
②親子（母子）健康手帳、お茶
③子育て応援室緯運9188
※要申し込み（定員あり）
※夫（パートナー）もぜひ参
加してください

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

■ こどもの先天性代謝異常　講演会・交流会
　先天性代謝異常（アミノ酸代謝異常症、糖質代謝異常症、
脂肪酸代謝異常症、ミトコンドリア病、ライゾーム病など）
の子どもの家族や支援関係者、関心のある人の参加をお待
ちしています。
と　き　11月27日㈬14時～16時
ところ　西部保健所
講　演　先天性代謝異常症・新生児マススクリーニング
講　師　広島大学病院　小児科　香

か

川
がわ

礼
れい

子
こ

さん
申込方法　難病対策センター小児難病相談室まで電話（緯
082（257）5072）で。
申込締切　11月20日㈬
※子どもの同伴可能ですが、託児はありません
※駐車場に限りがあるため、できるだけ公共交通機関を利
用してください

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。
※ 山崎本社　みんなの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

四種混合ワクチンの一部自主回収
問い合わせ　子育て応援室緯運9188

　 6 月、ワクチンメーカーから、四種混合ワクチンの有
効成分の 1つである「不活化ポリオウイルス 3型のD抗
原量」が承認規格を下回ったため、一部のワクチンを自
主回収したと発表がありました。
　このワクチンに対して、安全性に影響があったという
報告はありません。また、ポリオウイルスに対する抗体
は十分に獲得できています。
　詳しくは、市ホームページなどを確認してください。
【このワクチンの使用期間】
　平成30年 5 月11日～平成31年 1 月12日（接種日時点で
廿日市市民の場合）
※�期間内であっても、表のワクチン以外は抗原量が承認
規格を満たしています

【このワクチンを接種したかどうかの確認方法】
　親子（母子）健康手帳の予防接種の記録欄からワクチ
ンの製造番号などを確認してください。
対象のワクチン
製造番号 製造年月日 有効期限
4K23A 平成29年 3 月 9 日 令和元年 6月 8日
4K23B 平成29年 3 月10日 令和元年 6月 9日
4K23C 平成29年 3 月11日 令和元年 6月10日
4K24A 平成29年 5 月10日 令和元年 8月 9日
4K24B 平成29年 5 月11日 令和元年 8月10日
4K24C 平成29年 5 月12日 令和元年 8月11日

【このワクチンを接種した人は「ポリオ抗体検査」が受け
られます】
　希望者は、抗体検査を無料で受けることができます。
このワクチンを接種した医療機関へ相談してください。
※�抗体検査の評価や今後の定期接種スケジュールへの影
響を防ぐため、四種混合ワクチンの 4回接種終了後、
4週間以降に抗体検査を実施することをお勧めします

【必要に応じて「不活化ポリオワクチン」の追加接種が受
けられます】
　抗体検査の結果、追加免疫が必要と判断された場合は、
追加接種を無料で受けることができます。四種混合ワク
チンは 5回以上の接種ができないため、不活化ポリオワ
クチンを使用します。

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
と　き　月～金曜日 9：00～17：00

土・日曜日、祝・休日10：00～17：00
ところ　山崎本社　みんなのあいプラザ
●佐伯子育て支援センター　緯演2391
と　き　月～金曜日10：00～16：00
ところ　津田児童館内
●大野子育て支援センター　緯悦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 保育園 緯

佐方 荏0858 友和 焔0834
平良 雲1165 津田 演0952
原 映6135 吉和 猿2470
宮内 曳0671 深江 悦0328
宮園 映6126 池田 駅2026
串戸 荏0970 いもせ 駅2051
地御前 嬰0273 梅原 益1559
阿品台東 曳0618 鳴川 0827謁5571
阿品台西 曳0351

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 8：30～17：00
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

　子育てに必要な知識や子どもとの接し方、遊び方などの
講座です。
と　き　11月21日㈭ 9時45分～15時
ところ　山崎本社　みんなのあいプラザ
講師・内容
・子育て応援チーム「ハグ組」　木

き

戸
ど

南
みな

子
こ

さん・「子連れ防
災の応援講座」～親子を支えるヒントを見つけて地域力も
アップ～
・オフィスクラタ相談支援事務所「PIECE」宮園　橘

たちばな

恵
めぐみ

さん・「子どもの心と体の基礎づくりとは」

子育てサポーター養成講座
対　象　子育てや子育て支援に関心のある人
定　員　30人程度
申込方法　廿日市子育て支援センター、大野子育て支援セ
ンター（緯悦0356）または佐伯子育て支援センター（緯
演2391）まで直接または電話で。

廿日市子育て支援センター緯欝1612


