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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「はつっこ手帳（母子モ）」
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

3 日㈭
10：00～10：30 宮島幼稚園

①キッズランド
　親子ふれあい体操
②タオル、飲み物
③宮島支所緯瑛2001（申し込
み不要）

11日㈮
10：30～12：00 津田児童館

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

23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

※11日㈮と23日㈬は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

16日㈬
9：30～10：30

宮園市民
センター

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
※�友和市民センターの育児相
談は乳児健診と同時開催

16日㈬
13：30～14：00

友和市民
センター

21日㈪
9：30～11：00

大野福祉
保健センター

※16日㈬は申し込みが必要です

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

■ 身体測定【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

28日㈪
10：00～11：00

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
し込み不要）

■ 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

28日㈪
9：00～11：55

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
食に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。

■ 離乳食講座【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

29日㈫
10：00～11：30

大野福祉
保健センター

①離乳食（初期～中期）の基本
（栄養士による簡単な作り方
のデモンストレーション）

②託児希望の場合、オムツ 2
枚、おしり拭き、ビニール
袋、タオル、（必要あれば）
おもちゃ、ミルク

③大野支所緯運3309

申し込みフォーム▶

■ 乳幼児健康診査
　 4カ月、 1歳 6カ月、 3歳 6カ月の子どもを対象に集団健診を行います。成長・発達の節目の大切な時期です。
対象者には、日程が近づいたら通知しますので、必ず受診してください。

健　診 内　容
4 カ月児健診 身長・体重・頭囲・胸囲測定、医師による健康診断、保健師による保健相談、栄養士に

よる栄養相談、ブックスタートボランティアによる絵本の読み聞かせ
1歳 6カ月児健診 身長・体重・頭囲・胸囲測定、医師による健康診断・歯科健診、保健師による保健相談、

栄養士による栄養相談、歯科衛生士による歯科相談
3歳 6カ月児健診 身長・体重・頭囲・胸囲測定、尿検査、視機能検査、SVS検査、医師による健康診断・

歯科健診、保健師による保健相談、栄養士による栄養相談、歯科衛生士による歯科相談
※�日時や場所は地域により異なります。通知に記載しているので確認してください
※�日程の変更などの相談は、市役所 1階子育て応援室または各支所で受け付けます
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、一部内容を変更することがあります
※�4 カ月児健診は、廿日市地域在住者のみ個別での健診を案内します
問い合わせ　子育て応援室緯運9188

　現況届は、毎年 6月 1 日の状況を届け出て、児童手当を引き続き受け
る要件があるかどうかを確認するためのものです。
　令和 3年 5 月まで児童手当を受給していた人に、令和 3年度の現況届
を 6月上旬（予定）に発送します。用紙が届いたら、記入して提出して
ください。この届の提出がないと、 6月分以降の児童手当が受けられな
くなりますので、注意してください。
　ただし、 5月に新たに児童手当の手続きをして 6月分から支給開始と
なる人や、 5月31日までに転出などで資格喪失となった人は提出の必要
はありません。
申請方法
　申請は郵送のほか、市役所 1階こども課、各支所の福祉担当で受け付
けます。
窓口受付時間
　 8時30分～17時15分（土・日曜日、祝・休日を除く）。
※�感染症拡大防止や窓口の混雑を避けるため、申請はできるだけ同封の
返信用封筒を利用してください

児童手当を受給している人は、
6月30日㈬までに現況届の提出が必要です

こども課緯運9153




