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 NEWS for KIDS 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

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 9：00～16：30、土・日曜日、祝・

休日　10：00～16：30（12：00～13：00を除く）
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～土曜日10：00～16：00（12：00～12：30を除く）
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（12：00～12：30を除く）
ところ　深江保育園内
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開所時

間などが変更になることがあります
●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 保育園 緯

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

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

※ 記載があるもの以外は、全て土・日曜日、祝・休日を除きます

最新の情報は、市ホームページまたは子育て支援アプリ・
ウェブサイト「はついく」を確認するか、各申込先へ問い合
わせてください。参加する場合は、家での体温測定やマスク
の着用など感染予防をお願いします。

■ 育児教室【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

12日㈮
10：30～12：00

津田児童館
（佐伯子育て
支援センター）

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

※事前に申し込みが必要です

■ 育児相談【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

8 日㈪
9：30～、10：30～

山崎本社
みんなの�
あいプラザ

①身長・体重測定、保健師また
は栄養士による個別相談
②親子（母子）健康手帳
③子育て応援室緯運9188、佐伯支
所緯演1124、大野支所緯運3309

※ 8 日㈪は各回定員20人（うち
栄養相談10人）

10日㈬
13：30～14：00

友和市民�
センター

26日㈮
9：30～11：00

大野福祉�
保健センター

※8日㈪、10日㈬は事前に申し込みが必要です

■ まんまるサロン【妊婦】
と　き ところ 備　考

3 月 2 日㈫
10：00～12：00

大野福祉�
保健センター

①�産婦さんとの交流会や手作り
おもちゃ・わらべうたの紹介
②�親子（母子）健康手帳、飲み物
③大野支所緯運3309
※要申し込み（定員あり）

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

■ マタニティスクール【妊婦とその家族】
と　き ところ 備　考

14日㈰
10：00～12：00

山崎本社
みんなの�
あいプラザ

①「知っておきたい産後のお話、
育児体験」
　夫（パートナー）もぜひ参加
してみてください。
②親子（母子）健康手帳、飲み物
③子育て応援室緯運9188
※要申し込み（定員あり）

■ オンライン食事（離乳食）相談【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

22日㈪
9：00～12：00

オンライン
（自宅など）

①「はつっこ手帳（母子モ）」を
活用して、栄養士による個別
の食事（離乳食）相談を実施
します。偏食や離乳食のこと
で悩んでいる人や相談をした
い人はぜひ参加してみてくだ
さい。
③申し込みフォームからの申し
込みが必要です。詳しくは、
市ホームページの「子どもの
食事（離乳食）に関する相談」
を確認してください。

　　　申し込み
　　　フォーム▶

予防接種の種類 対象期間

ロタウイルス ロタリックス 生後 6週～生後24週ロタテック 生後 6週～生後32週
BCG 1 歳の誕生日の前日まで
四種混合
不活化ポリオ

1期初回 生後 3カ月～ 7歳 6カ月になる誕生
日の前日1期追加

二種混合 2期 11歳～13歳の誕生日の前日
麻しん風しん 1期 1歳～ 2歳の誕生日の前日
麻しん風しん 2期 小学校就学前の 1年間（平成26年 4

月 2日～平成27年 4月 1日生まれ）

日本脳炎
（※ 1）

1期初回 生後 6 カ月～ 7 歳 6 カ月になる誕
生日の前日1期追加

2期 9歳～13歳の誕生日の前日
ヒブ（※ 2） 生後 2カ月～ 5歳の誕生日の前日
小児用肺炎球菌（※ 3） 生後 2カ月～ 5歳の誕生日の前日
B型肝炎 1歳の誕生日の前日まで
水痘（みずぼうそう） 1歳～ 3歳の誕生日の前日
子宮頸がん（※ 4） 小学 6年生（相当の年齢）～�

高校 1年生（相当の年齢）の女子

※ 1　接種勧奨差し控えなどで未接種がある場合
【平成 7年 4月 2日～平成19年 4 月 1 日生まれの人】
20歳の誕生日の前日まで無料で接種できます

【平成19年 4 月 2 日～平成21年10月 1 日生まれの人】
13歳の誕生日の前日まで第 1期未接種分を無料で
接種できます

※ 2・ 3　接種開始年齢により、接種方法が異なります
※ 4 �　接種するときは、ワクチンの効果や副作用などを

確認してから受けてください

子どもの定期予防接種 　次の予防接種が済んでいない人は、医療機関に予約して受けてください。かか
りつけ医と相談し、計画的に接種しましょう。不明な点は市役所 1階子育て応援
室「ネウボラはつかいち」、各ネウボラまたは各支所まで問い合わせてください。問い合わせ　子育て応援室緯運9188

注意事項
●予防接種を受けるときは、親子（母子）健康手
帳を必ず持参してください。
●受け忘れや余分な接種を防ぐためにも、必ず医
療機関で親子（母子）健康手帳に記録をしても
らい、生涯大切に保管しましょう。
●�県外で予防接種を受ける場合は、予防接種依頼
書が必要なので、必ず事前に申請してください。
また、里帰り出産など、やむを得ない理由の場
合は、市の規定に沿って接種料金を償還払いし
ます。




