
10月27日（金）
2歳6か月児相談

撮影に関するお問い合わせは
政策企画課まで。
企画振興部　政策企画課
☎42-5627

子育て中のみなさんを応援するコーナー。子育てに関係する情報をいろいろ掲載します。子育て中のみなさんを応援するコーナー。子育てに関係する情報をいろいろ掲載します。

地域子育て支援センター
☎４2-0662 （吉田保育所）　☎45-2118 （小田東保育所）

家庭児童相談員、母子・父子自立支援員、保健師、
子育て支援員が子育ての悩みなど相談に応じます。

子育て相談
子育て支援センター
☎４７-１２８３ （子育て支援課）

こども発達支援センター
☎４７-４１５１（保健センター 2階 吉田町常友）　

●受付時間／月曜日～金曜日（祝日は除く）
　　　　　　8：30～17：15 
　　　　　　　  〈電話での相談も受け付けています〉

こども発達支援員が、就学までの乳幼児の心身の成
長・発達に関する悩みなど相談に応じます。
●受付時間／月曜日～金曜日（祝日は除く）
　　　　　　8：30～17：15
　　　　　　　  〈相談の申し込みは電話で受け付けをしています〉

健康診査
健康長寿課　☎42-5633

　子育て中の親子交流の場です。子ども向けのオモチャ
を置いていますので、お気軽にお子様とご利用下さい。

●場所／クリスタルアージョ１階（吉田町吉田）
　　　　エレベーター正面奥側
●利用時間／月曜日～金曜日（祝日は除く）
　　　　　　8：30～17：15

下記の保育園は、随時園庭解放を行っております。行事の都合がありますので、各保育園にお問い合わせください。
刈田保育園 ☎52-2099　八千代南保育園 ☎52-3048　可愛保育園 ☎43-1776

子どもたちは友だちと遊んだり、保護者と遊んだりと楽しい時間が過ごせます。そのかたわらで、
保護者の方は育児の悩みなど情報交換もできます。　 　《 持参するもの 》 お茶・タオル・着替え

健診 対象 月日 受付時間 会場
3歳児

健康診査
H26年

4月生まれ
10月5日（木）

1歳6か月児
健康診査

H28年
3月生まれ

10月12日（木）

乳児健康診査 H28年
12月生まれ

10月19日（木）

13:00 ～
　　13:15

保健センター

日時 場所 申込期間 対象 持参物

10月24日(火)
10:00～11:30 

クリスタル
アージョ

101

10月13日(金）～
10月19日（木）

生後4か月児～
8か月児と
その家族

保護者
エプロン

※健診内容は、診察、身体計測、食生活・歯・ことばなど育児全
般における個別相談です。

※対象の方には個人通知します。
※体調不良やその他の理由で欠席される場合は、事前に健康長寿課

までご連絡ください。

４か月児相談・２歳６か月児相談
健康長寿課　☎42-5633

月日 受付時間 対象 会場

10月27日（金） 保健センター
10:00 ～ 10:30 ２歳６か月児

（平成27年4月生まれ）

13:00 ～ 13:30 ４か月児
（平成29年6月生まれ）

※内容は、身体計測、食生活・歯・ことばなど育児全般における個別
相談です。

※対象の方には個人通知します。
※体調不良やその他の理由で欠席される場合は、事前に健康長寿課ま

でご連絡ください。

育児相談
健康長寿課　☎42-5633

月日 開催時間 対象 会場

10:00 ～ 11:30 保健センター10月13日(金) 乳幼児

※お子さんの身体測定をしてみましょう。保健師・栄養士が相談に応
じます。

母乳相談会
健康長寿課　☎42-5633

月日 開催時間 対象 会場

10:00～11:30 保健センター10月13日(金) 妊婦・産婦

※母乳測定、乳房トラブル、卒乳など、お気軽にご相談ください。
※希望される方は、事前に健康長寿課までご連絡ください。

助産師が個別にご相談に応じます

すくすく離乳食教室（乳幼児健康教室）
健康長寿課　☎42-5633

お口の発達にあった離乳食をすすめよう！
離乳食を楽しく学んでクッキング♪
1食分を実際に試食してみましょう！！

※対象月齢ではない場合も相談に応じて参加いただけます。
※きょうだいでの参加の方は、託児もあります。  
※参加希望の方は、健康長寿課へお申し込みください。
　●受付時間は 8：30 ～ 17：15　土日祝は除く

10月 1日（日）
10：00 ～ 11：30

10月17日（火）
10：00 ～ 11：30

10月17日（火）
10：00 ～ 11：30

10月19日（木）
9：30 ～ 11：00

10月19日（木）
10：00 ～ 11：30

10月24日（火）
10：00 ～ 11：30

10月25日（水）
9：45 ～ 11：00

10月26日（木）
10：30 ～ 11：45

10月26日（木）
10：00 ～ 11：30

10月 27日（金）
10：00 ～ 11：30

10月31日（火）
10：00 ～ 11：30

10月 3日（火）
10：00 ～ 11：30

10月 3日（火）
9：30 ～ 11：00

10月 4日（水）
9：30 ～ 11：00

10月10日（火）
10：00 ～ 11：30

10月10日（火）
9：30 ～ 11：00

10月11日（水）
9：45 ～ 11：00

10月12日（木）
10：30 ～ 11：45

10月12日（木）
9：45 ～ 11：00

10月13日（金）
10：00 ～ 11：30

吉田保育所

小原保育所

みどりの森保育所

向原こばと園

吉田保育所

入江保育園

ひの川幼稚園

みつや保育所

吉田幼稚園

吉田保育所

園庭開放

園庭開放

園庭開放

園庭開放

園庭開放

体験入園

体験入園

体験入園

ミニミニ運動会

園庭解放

日　時 保育所（園）名 内　容 日　時 保育所（園）名 内　容

吉田幼稚園

吉田保育所

かわね保育園

ふなさ保育園

吉田保育所

くるはら保育園

甲立保育所

ひの川幼稚園

小田東保育所

吉田幼稚園

園庭開放

園庭開放

園庭開放

園庭開放

園庭開放

園庭開放

園庭開放

園庭開放

園庭開放

生後４か月を迎えた赤ちゃんとその保護者に、ブック
スタートパック（絵本１冊、赤ちゃんおすすめ本リス
トなど）をプレゼントします。
詳しくは、健康長寿課から郵送される『４か月児相談』
の案内をご覧ください。

教育委員会生涯学習課　☎４２-００５４

赤ちゃんと保護者に
絵本の楽しさをお届けします

子育て支援センター　☎47-1283（子育て支援課）

※小さな子どもと保護者のための場所です。
   小学生以上の利用はご遠慮ください。

※持ち物／水分補給の飲み物、汗拭きタオル、着替え等
※託児はありませんが、対象年齢ではないごきょうだいを一緒

に連れてこられても大丈夫です。
※事前の予約は必要なく、参加費は無料です。

　10月12日（木）
受付10：00 ～ 10：15
活動10：15 ～ 10：45

10月20（金）
受付10：00 ～ 10：15
活動10：15 ～ 11：00

と　き ところ 内容

子育てをしている保護者と子どもの交流の場としてい
つでもご利用できます。保育士による育児相談やアド
バイスなど、地域での子育てを支援しています。

　子育て家庭の交流の場として、親子交流会と親子
体操を開催しています。お気軽にご参加ください。

クリスタルアージョ １階
プレイルーム

（吉田町吉田）

親子交流会
対象年齢
2～4歳児
親子体操
対象年齢
0～1歳児

吉田運動公園
エアロビクス室
（吉田町相合）

運動会
（ちいさいおともだち

かけっこ）

お子さんと保護者の方が自主的に集まり、遊びや子
育てについての情報交換や交流をおこなっています。
活動日及び場所等については、次の通りです。各サー
クルに関するお問い合わせは、子育て支援課（電話・
お太助フォン４７-１２８３）にご連絡ください。

どんぐりころころ クリスタルアージョ

毎週水曜日 10:00～11:30 会費：なし
※活動により材料費など必要

ぽっかぽかクラブ 甲田文化センターミューズ
社会福祉協議会甲田支所（ふれあいセンターこうだ）

第2･4木曜日 10:00～1２:00 会費：なし
※活動により材料費など必要

わくわくサークル 高宮田園パラッツォ

毎週木曜日 10:00～1２:00 会費：なし

てんとうむし 八千代人権福祉センター

月1回（不定期） 10:00～11:３0 会費：なし
※活動により材料費など必要

子どものあそび場 社会福祉協議会甲田支所（ふれあいセンターこうだ）

火・木曜日（都合により変更有）
9:３0～1２:00 利用料金：無料

ホップステップスキップ 吉田温水プール
放課後等デイサービスひとはぼっこ（甲田支所内）

第1土曜日 14：00～16：00
第3土曜日 10：00～12：00 活動により参加費など必要

ホップステップジャンプ 活動により決まります。

年７回（土曜日・日曜日）
9：00 ～ 15：00 活動により参加費など必要
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