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決まった園庭開放日はなく、事前連絡す
れば10時から11時の間はいつでも気軽
に遊びに訪れることができる保育園。園
内では、園児たちと同じスケ
ジュールで過ごすため、体験
入園としても活用できます。伝
染病の流行など諸事情で受け
入れできない場合もあるので、
まずは電話で連絡を。当日連
絡でも受け入れ可能です。

月に1、2回の
ペースで開催
されている園庭解放「なかよ
し広場」。絵本の読み聞かせ
や季節に合った工作など、親
子で一緒に楽しめる遊びを
企画されています。夏は七夕かざり、冬はお子さんの手形

をかたどった紙製のペンダント
を作りました。毎回、おやつの時
間を設けているのも特徴で、食
前・食後に身につけておきたい
挨拶や礼儀なども体験できます。

日 月 火 水 木 金 土

園庭開放

吉田保育所 月～土 9:00～17:00 ☎・お太助フォン ４２-０６６２
みどりの森保育所 月～土 9:00～17：00 ☎・お太助フォン 54-0880
ふなさ保育園 月～土 9:00～17：00 ☎・お太助フォン 57-0007
くるはら保育園 月～金 9:00～17:00（土 ～12:00） ☎・お太助フォン 57-1633
甲田いづみこども園 月～金 9:00～17:00 ☎45-7270

子育て支援センター

可愛保育園 ☎・お太助フォン 43-1776 
刈田保育園 ☎52-2099・お太助フォン 88-0855
八千代南保育園 ☎・お太助フォン 52-3048
そらはる保育園（認可外） ☎43-0611

下記の保育園は随時園庭開放を行っております。
日程は直接各保育園にお問い合わせください。

家庭児童相談員、母子・父子自立支援員、保健師、子育て支
援員が子育てに関する悩みなどの相談に応じています。
※電話相談も受け付けます　

こども発達支援センター

□時月～金（祝日除）8：30～17：15　
□問こども発達支援センター　☎・お太助フォン47-4151

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
関する悩みなどの相談に応じます。※申込電話受付

地域子育て支援事業
子育て中の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ます。

常時実施

常時実施 常時実施

□時月～金（祝日除）8：30～17：15 
□問子育て支援課　児童福祉係　☎・お太助フォン47-1283

すくすく離乳食教室
（乳幼児健康教室）
からだとお口の発達に合わせた離乳食教室
※対象月齢外でも参加可（要相談）

４か月児相談・２歳６か月児相談
身体計測、食生活・歯・ことばなど
育児全般の個別相談

育児相談
保健師・栄養士による育児全般の個別相談

健康診査
診察および育児全般の個別相談

母乳相談・妊婦相談
助産師による母乳測定、乳房トラブル、卒乳、
妊婦健康診査の結果や生活などの相談

子育て広場
（親子交流会・親子体操）
託児はありませんが、
ごきょうだいを連れての
参加もできます。

お茶・タオル・
着替え・帽子を

持ってきて
くださいね

来原小・船佐小
閉校式

市内小学校
卒業式

市内中学校
卒業式

子育て中のパパママを応援するコーナー。みなさんからの情報もお待ちしています！

清風会
そらはる保育園（認可外）
吉田町　☎43-0611

園長
藤井さん

小さな子どももぐいぐい登

るボルダリングは大人気

2年目の新しい施設です。お
子さんと一緒に遊びながら、
保育園の雰囲気や施設を体
感していただけます。まずは
気軽に遊びにきてください!

学校法人
ひの川幼稚園
八千代町　☎52-2203

幼稚園教諭
天清さん、藤盛さん、堤中さん

企画をする上で大切にしてい
るのは、親子で一緒に作れるも
の、季節感のあるもの、持ち
帰って飾れるもの。持ち帰った
作品から親子やご家族の会話
が弾んで楽しい時間を過ごし
てもらえたら嬉しいです。 みつや保育所

（体験入園）
　10:00～11:30

吉田幼稚園
(お別れ会)
　10:00～11:30

みどりの森
保育所
(大きくなったねの会)
　10:00～11:30

ひの川幼稚園
　10：30～11：45

入江保育園
　9：45～11：00

吉田保育所
　10:00～11:30

吉田保育所
　10:00～11:30

甲田いづみ
こども園
　10：00～11：30

親子交流会
　0～1歳児
　クリスタルアージョ
　101
　10：15～10：45

育児相談
　乳幼児
　保健センター
　10：00～11：30

母乳相談・
妊婦相談　　
　妊婦・産婦
　保健センター　
　10：00～11：30

すくすく
離乳食教室
　4か月～8か月
　クリスタルアージョ
　101
　10：00～11：30
※3月9日（月）
　予約開始

２歳６か月児相談
　H29.9生　　保健センター
　10：00～10：30

４か月児相談
　R1.11生　  保健センター
　13：00～13：30

の撮影を行います！

絵本をプレゼント！
詳しくは郵送される

「4か月児相談」の案内で！

健康長寿課 健康推進係 ☎・お太助フォン 42-5633
子育て支援センター ☎・お太助フォン 47-1283

「集まれ！安芸高田のアイドル」撮影会　総務課秘書広報室　☎・お太助フォン 42-5627
「ブックスタート」　生涯学習課 社会教育係　☎・お太助フォン42-0054

絵本と紙芝居
のおはなし会
　5歳くらい～
　中央図書館
　11:00～11:30

おひざに
だっこの
おはなし会
　0歳～4歳くらい
　中央図書館
　11:00～11:30

かみしばい会
　0歳～小学校低学年
　甲田図書館
　10:30～11:30

お問い合わせ先

園庭開放

図書館
　おはなし会

親子体操
　カンガルーグループ
　（2～4歳）　　
　吉田運動公園
　エアロビクス室
　10：15～11：00

向原こばと園
　10:00～11:30

1歳6か月児
健康診査
　H30.7.16～8生
　保健センター
　12:45～13:15

ひの川幼稚園
　10:30～11:45

3歳児
健康診査
　H28.9生
　保健センター
　13：00～13：15

アイコ
ンの説

明

おはなし会
　0歳～小学生
　八千代図書館
　10:30～11:00

ふなさ保育園
(ひなまつり会)
　9:30～11:00
かわね保育園
　9:30～11:00
吉田保育所
　10:00～11:30
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