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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

19日㈭
10：00～11：30 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

※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

18日㈬
13：30～14：30

中央市民
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

18日㈬
13：30～14：00

友和市民
センター

24日㈫
9：30～11：00

大野福祉
保健センター

※申し込みが必要です

■ 身体測定【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

23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）

■ 離乳食講座【乳幼児と保護者】
と　き ところ 備　考

24日㈫
10：00～11：30

山崎本社
みんなの
あいプラザ

①栄養士による離乳食の作り
方や試食、離乳に関する相
談ができます。これから離
乳食を始める人や最近離乳
食を始めた人はぜひ参加し
てください。

③山崎本社 みんなのあいプ
ラザ☎欝1612

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

■ 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

23日㈪
9：00～12：00

自宅など
（オンライン）

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
食で悩んでいる人や相談を
したい人はぜひ参加してく
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「子ど
もの食事（離乳食）に関す
る相談」を確認 
してください。

■ 遅らせないで！子どもの乳幼児健診と予防接種
●乳幼児健診
　乳幼児健診は、子どもの健康状態を定期的に確認し、専
門職に相談する大切な機会です。適切な時期に乳幼児健診
を受け、育児で分からないことがあれば、医師、保健師、
助産師などに相談しましょう。
乳幼児健診

対　象
個別健診 0 歳児（ 2 回）

集団健診
4 カ月児
※ 令和 3 年度は廿日市地域のみ個別健診
1 歳 6 カ月児
3 歳 6 カ月児

●予防接種
　予防接種は、生後 6 週頃から始まります。接種の時期は
感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。
特に、生後 2 カ月から予防接種を受け始めることは、母体
からもらった免疫が減っていくときに、乳幼児がかかりや
すい百日せきや細菌性髄膜炎などの感染症から守るために
大切です。予防接種の日程を確認して、接種忘れのないよ
うにしましょう。

申し込みフォーム▶

入園資格　保護者が市在住で、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
※土・日曜日、祝・休日、年末年始は休園日
※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（平成30年 4 月 2 日～平成31年 4 月 1 日生まれ）25人
● 4 ・ 5 歳児（平成28年 4 月 2 日～平成30年 4 月 1 日生まれ）若干名
見学日　 9 月 7 日㈫10時～12時
※ 見学を希望する人は、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　宮島幼稚園、市役所 4 階学校教育課、大野・宮島支所地域

づくり担当にある入園願に記入し、宮島幼稚園まで子どもと一緒に
来園してください。
受付期間　11月 8 日㈪～ 9 日㈫ 9 時～14時
※この日程以外で申し込みを希望する場合は、事前に宮島幼稚園に連

絡してください

宮島幼稚園園児募集 宮島幼稚園緯瑛2009
学校教育課緯運9202




