令和２年度市立幼稚園新入園児の募集

市内
 在住で、平成 年４月２日～平
成 年４月１日生まれの幼児

費など実費徴収するものがあります。
学事課

日㈬、

月

月１日㈮～７

☎
（０８２） ・０９７５

幼稚園へ行こう！

月

八本松中央幼稚園／
日㈭

御薗宇幼稚園／
日㈮
自由
 参観、園庭開放、絵本の読み聞
かせ、製作遊びなど

詳しくは、各幼稚園のホームページ
をご覧ください。

談や妊婦さんの保健相談

月は児童虐待防止推進月間
～地域で守る子どもの笑顔～

の人など、どなたでも

妊娠中の人、出産後や子育て中のお
母さん・お父さん、その家族、地域

匿名の相談も可能で、相談者の秘密は

談・通告」することがとても大切です。

「虐待かな？」と感じた場合には、「相

※ 園庭
 や支援センター内で自由に遊べます。

すくすくサポート（こども家庭課）

☎（０８２） ・０４０７

発見し、地域で子どもの笑顔を守りま

必ず守ります。子どもへの虐待を早期

こども家庭課

・不自然な転居歴がある

・経済状態が著しく不安定

・家庭内の著しい不和・対立がある

・家庭内が著しく不衛生

【家庭環境】

・言動が乱暴

・無表情

・体重・身長が著しく年齢に合って
いない

・保護者を怖がっている

【子ども】

・絶え間なく子どもを叱る

・子どもに対して無関心・拒否的

のつじつまが合わない

・子ど
 もの傷・状況と保護者の説明

【保護者】

○虐待に気付くサインは？

しょう。

（０８２） ・１６７８

親子の絆づくりプログラム”
赤ちゃんがきた！”（愛称：Ｂ
Ｐプログラム）受講者募集
親子の絆づくり、親どうしの仲間づく
り、乳児期に必要な基礎知識の習得

担当／景山
〒739-0142
八本松東6-6-28
☎（082）428-5551
FAX（082）428-5553
※月〜金曜日 9：00〜17：00

八本松中央幼稚園

11月22日㈮

担当／下満・平野
〒739-0024
西条町御薗宇6245-1
☎（082）424-3932
FAX（082）422-0128
※月〜金曜日 10：00〜16：00

八本松中央幼稚園／１０５人

10組

11月20日㈬

☎
（０８２） ・２４６５

16組

締切

人

定員

御薗宇幼稚園／

こども家庭課または実施施設にある
所定の申込書（市ホームページから

令和元年７月６日〜令
和元年10月６日生まれ
の第一子を育てている
母親

御薗宇幼稚園

令和元年７月３日〜令
和元年10月３日生まれ
の第一子を育てている
母親

※定員を超えた場合、抽選を行います。

ダウンロード可）に必要事項を記入

対象

の上、持参または郵送、ファックス
12月６日〜12月27日
毎週金曜日（全４回）
10：00〜12：00

☎
（０８２） ・４６４０

時

12月３日〜24日
毎週火曜日（全4回）
10：00〜12：00

時・

すくすくサポート河内が
オープンします

時～

月にオープン

河内地区に、健やかな妊娠・出産・
子育てを応援する場が
します。
日㈯

○オープニングイベント
月

２）

河内 西 保 育 所 河 内 西 子 育 て 支 援 セ ン
ターすくすく（河内町河戸８０２

マタ ニ テ ィ ＆ 親 子 ヨ ガ、 い も づ る
リース作り、牛乳パックのおもちゃ
作り、保健師・助産師による育児相

日時

受付期
 間／ 月９日㈪９時～
日㈫９時～ 時
入園
 希望の幼稚園に、入園希望の幼
児を連れて、入園願、施設型給付費

支給認定申請書（学事課と各幼稚園
に設置。市ホームページからもダウ

時

ンロード可）
、世帯全員の住民票各
１通を持参

日㈬

時〜

月 日㈮

※両園の併願はできません。
○入園予定者の決定

月

八本松
 中央幼稚園／
分〜

御薗宇幼稚園／
各幼稚園

入園 料・保 育 料 は 無 償。教 材 費・給 食

☎（０８２） ・０４０７

全国共通ダイヤル

☎１８９または
☎（０５７０） ・０００
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11月の催し

八本松あおい保育園 こんぺいとう ☎（082）428-5551
1日㈮、15日㈮、22日㈮、29日㈮
みんなで一緒にお弁当を食べよう（お弁当タイム）
12：00〜13：00
5日㈫、14日㈭、19日㈫、21日㈭
親子遊び ※要予約
10：00〜11：00
26日㈫ 10：00〜11：00 誕生会 ※要予約
八本松みづき認定こども園子育て支援センター ☎（082）437-5020
毎 週 月 曜 日 午 前 の 部：10：00～ 発育測定・遊び方教室・ハイハイレース※ハイハイレース：18日㈪、25日㈪
11：30 午後の部：13：00～14：30 ※お誕生日カード作成（11月生まれのお子さん限定）：11日㈪ ※要予約
毎週火曜、木曜日 午前の部：10：00～
トランポリン・エアランドで遊ぼう！ ※要予約
11：30 午後の部：13：00～14：30
1日㈮ 11：00～12：00、29日㈮ 13：30～14：30 親子クッキング ※要予約
①6日㈬ ②20日㈬ 10：00～11：30 離乳食教室①前期、②後期 ※要予約
13日㈬ 10：30～11：00 おりがみ教室 ※要予約
22日㈮ 15：00～16：00 みづきカフェ ※要予約
27日㈬ 10：00～11：00 工作教室 ※要予約
福富子育て支援センター ほほえみ ☎（082）435-2343
8日㈮ 11：00～11：30
認定こども園たけにの保育士さんによるお楽しみ会 ※要予約
15日㈮ 11：00～11：30 福富図書館出張おはなし会「いちごの会」 ※要予約
22日㈮ 10：45～11：30 秋・ちょっぴり冬 コンサート
豊栄子育て支援センター すまいる ☎（082）401-2022
6日㈬ 10：30～13：00
お茶会をしましょう ※要予約
8日㈮ 10：00～11：00
ムシカ・ダ・マンマさんによる生演奏を楽しもう ※要予約
14日㈭ 10：00～11：00 パレットさんによる人形劇 ※要予約
15日㈮ 10：30～15：00 かご作り ※要予約
21日㈭ 10：30～11：30 福引ごっこ ※要予約
22日㈮ 10：00〜10：45 ウクレレの音色を聞いてみよう ※要予約
妙徳保育園 虹のへや ☎（082）428-4678
20日㈬、21日㈭ 9：00～12：00 発育測定
キッズプラザひがしひろしま ブランコ ☎（082）493-5904
エンジョイ♪キッズ（歌遊び・手遊び・誕生児紹介）
6日㈬ 10：30～11：00
場ブランコ 対乳幼児とその保護者
11日㈪・25日㈪
牛乳パックで椅子作り 場ブランコ 対妊婦さん
13：30～15：00
（託児あり） 定３人 料100円 ※要予約
こどものくすりについて
12日㈫ 10：30～11：30
場ブランコ 対乳幼児とその保護者 定15組 ※要予約
とび箱、マットにチャレンジ体操
27日㈬ 10：30～11：15
場ブランコ 対幼児とその保護者 定16組 ※要予約
親子で楽しくクッキング 場総合福祉センター２階調理室
30日㈯ 10：00～12：30
対小学生とその保護者 定12組 料１人500円 ※要予約
12月14日㈯
みんなで楽しむ！０歳からのクリスマスコンサート
11：00～
（開場10：30～） 場市民文化センター アザレアホール 対乳幼児とその保護者、小学生 ※整理券配布（11月１日㈮～）
安芸津児童館子どもの家 ☎（0846）45-3689
いつでも
今月の工作「よくとぶパックマン」
28日㈭10：00～12：00
ママのための骨密度測定会 定15人 ※要予約
【乳幼児と保護者対象】
7日㈭、14日㈭、21日㈭ 10：30～13：00 にこにこひろば 21日㈭ リトミック
1日㈮ 10：30～11：30
キッズ☆げんき☆クラブ（くまさんコース）
15日㈮ 10：30～11：30 キッズ☆げんき☆クラブ（うさぎコース）
講談社 本とあそぼう 全国訪問おはなし隊 たくさんの絵本を
26日㈫14：30～15：40
のせた夢あふれるキャラバンカーが子どもの家にやって来ます！
対おおむね2歳～8歳 ※最初から最後まで参加できる人
【小学生対象】
2日㈯ 10：30～12：00
あそびクラブ
9日㈯ 10：30～12：00
サポーターキッズ
16日㈯ 13：00～14：30 けん玉教室
30日㈯ 10：00～12：00 干支のカレンダーをつくろう 定10人 料200円 ※要予約（申込受付5日㈫12：00～）
黒瀬児童館 ☎
（0823）
70-4371
【未就園児対象】
いつでも
室内外の遊具で親子遊びが楽しめます。
10：40～
（不定期）
職員による絵本の読み聞かせをしています。
14日㈭ 10：30～
ほっぺちゃん広場 「ママのための骨粗しょう症予防教室」
19日㈫ 10：30～
「椎の実さんによる手遊びと絵本の読み聞かせ」 講師／椎の実
26日㈫ 10：30～
ほっぺちゃん広場 「親子で工作 クリスマス飾り」
【小学生対象】年１回の利用登録が必要です。小学生は親子で面談を行います（2019年からは３月と７月が登録月です）
7日㈭ 15：45～
みんなで考えよう「みんなでビンゴ！」
12日㈫ 15：45～
チャレンジけん玉！
16日㈯ 10：30〜
レゴで遊ぼう！ 講師／広大レゴサークルらいごっと
18日㈪ 10：30～
つくって遊ぼう「紙コップでフエを作ろう！」
14日㈭、21日㈭、28日㈭ 15：45～ みんなでハンドメイド「3日間でスノードームの完成を目指そう！」
30日㈯ 14：00～
和太鼓クラブ 講師／春雷
児童青少年センター ☎
（082）493-7625
休館日：11月3日㈰・4㈪・11日㈪・18日㈪・23日㈯・25日㈪
親子わくわく講座「秋の木の実で作ろう＆遊ぼう」 場児童青少年セン
21日㈭
ター・セミナー室 対1歳6カ月～未就学児とその保護者 定15組（先
10：30～11：30
着順） 申6日㈬～10時から17時まで電話または窓口で（FAX不可）
ひまわり認定こども園子育て支援センター オープンクラス ☎（0823）82-6707
1日㈮ 10：00～11：00
ひまわりクラス 幼稚園ごっこをしよう！ ※要予約
7日㈭、21日㈭ 10：00～10：30 リトミック教室 ※要予約
11日㈪ 10：00～11：00 親子ヨガ ※要予約
14日㈭ 午前の部：10：00～11：00
クリスマス飾りを作ろう！ ※要予約
午後の部：13：30～14：30
25日㈪、27日㈬、28日㈭ 午前の部：10：00～11：00
こども寝相アート（テーマ：年賀状） ※要予約
午後の部：13：30～14：30※27日は午後のみ
27日㈬ 10：00～11：00 知育遊び ※要予約
※要予約のものは、電話か窓口で申し込んでください。
イベント詳細については各支援センターにお問い合わせいただくか、市ホーム
ページにてご確認ください。

市ホームページイベントページ

※市ホームページ、すくのびもご覧ください。

サムエル西条こどもの園ワンダーラビット ☎（082）424-3008
5日㈫、27日㈬ 9：00～14：00
ベビーの日 ※要予約
19日㈫ 9：00～13：00
サムエル東広島こどもの園 マザーグースのへや ☎（082）420-4300 メールmother-hh@igl.or.jp 月〜金曜日 9時〜16時
1日㈮、7日㈭ 8：30～13：30 相談日 ※要予約
6日㈬、20日㈬、22日㈮ 8：30～13：30 フリーマザーグース（自由あそび） ※要予約
8日㈮、27日㈬ 8：30～13：30 ひよこの日（0・1歳） ※要予約
13日㈬、18日㈪、29日㈮ 10：00～11：30 赤ちゃん講座（ベビーマッサージ・タッチケア・離乳食の3回連続講座） ※要予約
ゆめもくば ☎（082）431-3350  
1日㈮ 11：00～11：45
ヴィオラコンサート
7日㈭ 13：00～14：30
0歳ひろば すくすくデー
11日㈪ 10：00～12：30 高屋ひろば すくすくデー
18日㈪ 10：00～12：30 高屋ひろば
20日㈬ 10：15～11：45 親子ヨガ ※要予約
26日㈫ 10：30～11：30 藤本ともひこさん「絵本あそびファミリーライブ」 ※要予約
安芸津子育て支援センター じゃがキッズ ☎（0846）46-1401 メールjaga-kids@sky.megaegg.ne.jp
12日㈫、18日㈪ 10：30～11：30 ママの3B体操 ※要予約
20日㈬ 10：30～11：30 親子でリトミック ※要予約
26日㈫ 11：00～12：00 親子で運動あそび ※要予約
27日㈬ 10：00～12：00 ベビーマッサージ＆小児タッチセラピー ※要予約
29日㈮ 10：30～11：00 10月11月12月生まれの誕生会＆歌のプレゼント ※要予約
三永太陽保育園 おひさま広場 ☎（082）426-2177
13日㈬ 10：30～11：30 子育て講座『親子で触れ合いリフレ』 ※要予約
15日㈮ 10：00～10：30 11月のお誕生会 ※要予約
20日㈬ 10：15～11：30 親子deさつまいもクッキング ※要予約
27日㈬ 10：15～11：15 遊びでつなげよう親子の絆 ※要予約
28日㈭ 10：00～11：00 ママ達のフラワーアレンジメント ※要予約
29日㈮ 10：30～11：00 離乳食教室～後期講座～ ※要予約
西条あおい保育園子育て支援センターきずなの木 ☎（082）430-7373
1日㈮、6日㈬～8日㈮、11日㈪～13日㈬ 園庭開放（11月前半） ※要予約
14日㈭、15日㈮、19日㈫、22日㈮、
園庭開放（11月後半） ※要予約
25日㈪、28日㈭、29日㈮
5㈫、27日 ㈬（9時50分 集 合、10時 ～
誕生日会（11月） ※要予約
11時開催、14時まで園庭開放あり）
20日㈬ 10：00～11：30 骨盤矯正体験 ※要予約（6日㈬10：00〜）
21日㈭ 10：00～11：00 薬剤師さんによる塗り薬の話 ※要予約（7日㈭10：00〜）
26日㈫ 10：00～11：30 スクラップブッキング ※要予約（12日㈫10：00〜）
西条みづき認定こども園子育て支援センター ☎（082）423-0332
毎 週 水 曜 日 午 前 の 部：10：30～【運動あそびを楽しもう！】トランポリン・ボールプール・鉄
11：30 午後の部：13：30～14：30 棒・バランスストーン・親子リズム運動など ※要予約
毎週火曜日 10：00～11：30 室内おもちゃで遊ぼう！（身体測定・親子リズム運動あり） ※要予約
①8日㈮②22日㈮ 10：00～11：30【離乳食教室】①前期（5～8カ月）②後期（8～12カ月） ※要予約
①11日㈪②21日㈭ 10：30〜11：30 手形・足形アート①0歳児②1歳児以上 ※要予約
25日㈪ 10：30～11：30 ポンポンお絵かき（絵の具タンポ） ※要予約
入野光保育園子育て支援センター ひかりランド ☎（082）437-0516
5日㈫ 10：00～11：30
シールあそび
12日㈫ 10：30～11：30 杉の子劇団 人形劇
19日㈫ 10：00～11：30 手作りおもちゃを作ろう
26日㈫ 10：00～11：30 人形劇団 トマト
認定こども園 みそのう こばとの森 ☎（082）431-5559 問月〜金曜日10時〜16時
5日㈫ 10：30～11：30
陶芸で手形作り ※要予約
6日㈬ 10：30～11：30
わらべうたマッサージ ※要予約
8日㈮ 10：30～11：30
11月誕生会
12日㈫ 10：30～11：30 メディカルアロマ講座 ※要予約
13日㈬ 10：30～11：30 秋のアイシングクッキー ※要予約
15日㈮、29日㈮ 10：30～11：30 英語で遊ぼう ※要予約
22日㈮ 10：30～11：30 英語でリトミック ※要予約
認定こども園みどりがおかようちえん スイミー ☎（0823）82-2844
5日㈫ 10：30～11：30
こどものくすり ※要予約
7日㈭ 10：30～11：30
ベビーマッサージ ※要予約
13日㈬ 10：00～12：00 子供も使えるリップクリーム作り ※要予約
14日㈭ 10：30～11：30 すいすいクラス「秋さんぽ」 ※要予約
21日㈭ 10：00～11：00 親子ヨガ ※要予約
28日㈭ 10：30～11：00 10・11月生まれの誕生会 ※要予約
東志和保育園りすぐみさん ☎（082）433-5800
6日㈬・20日㈬ 10：30～11：30 園庭開放
7日㈭ 10：30～11：30
紙粘土で手形をとろう ※要予約
21日㈭ 10：30～11：30 手作りおもちゃで遊ぼう ※要予約
27日㈬ 10：30～11：30 木の実でリースを作ろう ※要予約
28日㈭ 10：30～11：30 離乳食のお話し会 ※要予約
西条幼稚園 あいあいキンダー ☎（082）422-2915
7日㈭、21日㈭ 10：00～11：30 園庭開放※2歳児以上 料100円 ※要予約
河内西子育て支援センター ☎（082）430-3373
地域高齢者サロン「ほっとほっと」にランチに行こう ※要予約
8日㈮11：00～12：30
20日㈬ 10：45～11：45 命を育む抱っこのおはなし
26日㈫ 10：45～11：45 初めてのピラティス教室（託児付き） ※要予約
29日㈮ 10：45～11：45 10月11月の誕生会（トロンボーン演奏＆手形アート）
西条ルーテル幼稚園 ☎（082）422-2252
14日㈭ 10：15～11：30 ちびっこクラス 「音楽コンサート」
認定こども園 愛育園ゆりかご ☎（082）424-3932 予約は１日㈫10：00〜
10日㈰10：00～11：30
やきいも
14日㈭ 10：00～11：00 子育て座談会「私のストレス解消法」 ※要予約
21日㈭ 10：30～11：30 保健相談「歯は一生の宝物」 ※要予約
26日㈫ 10：30～11：30 薬剤師さんによる薬の飲ませ方 ※要予約
27日㈬ 10：00～11：30 手芸クラブ「クリスマス」 ※要予約
東広島市くらしのアプリ配信中!!
【ダウンロード】
イベント検索画面で市内の子育て支援セン
ターが行う催しを確認できます。
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ios 版
Android 版

行

事

日

時（受付時間）

場

所

25日㈪

10：00～11：00 総合福祉センター

19日㈫

13：30～14：30

12日㈫

定期育児相談

母子保健行事日程

１日㈮
21日㈭
５日㈫

スクスクこうち 21日㈭

すくすくサポート福富
（福富子育て支援センター）
すくすくサポート黒瀬
9：30～10：30
（黒瀬保健福祉センター）
すくすくサポート豊栄
10：15～11：30
（豊栄子育て支援センター）
9：30～10：30 河内保健福祉センター
10：15～11：30

すくすくサポート安芸津
（安芸津子育て支援センター）

10：30～11：30 河内保健福祉センター

☆保健行事は市内どこの会場でも参加できます。

備
考
保健師・助産師・栄養士による育児相談と身体計測。理学療法士による運
動発達相談あり 持母子健康手帳
保健師・栄養士による育児相談と身体計測
持母子健康手帳
保健師・栄養士による育児相談と身体計測
持母子健康手帳
保健師による育児相談と身体計測
持母子健康手帳
保健師による育児相談と身体計測。理学療法士による運動発達相談あり
持母子健康手帳
保健師による育児相談と身体計測。歯科衛生士による歯科相談あり
持母子健康手帳
定期育児相談の後に、親子のふれあい遊びや子ども図書館のミニお話会を
催します。

10：00～12：00
出産・育児を夫婦で安心して迎えられるように、沐浴実習など親となる心
（受付9：45～9：55）
総合福祉センター の準備をする講座
13：30～15：30
対妊娠６カ月以降の妊婦とその夫 定各16組 ※要予約（こども家庭課）
12月15日㈰ （受付13：15～13：25）

17日㈰

パパママ教室

総合福祉センター 出産・育児を迎えるために、友達づくりをしながら２回を１コースとして実施
サムエル西条こどもの園 対妊娠６カ月以降の妊婦 定16人 ※要予約（こども家庭課）
親子クッキング
10：00～13：00
親子で簡単な朝ごはんをクッキング 対２歳半以上の幼児と保護者 定８
12月３日㈫
総合福祉センター
（受付9：45～9：55）
教室
組 料200円 ※要予約（こども家庭課）
離乳食の進め方やお口のケアについての講座 対離乳食（２回食）を開始
13：30～15：00
モグモグ教室
12月２日㈪
総合福祉センター している乳児（７カ月から１歳頃）と保護者 定20組 料100円 ※要予
（受付13：20～13：30）
（離乳食教室）
約（11／1㈮～ こども家庭課）
赤ちゃんとのスキンシップの１つであるベビーマッサージの講座 講師／
ベビーマッサージ
10：15～
13日㈬
妙徳保育園 虹のへや 藤野恵利加さん（ベビーマッサージセラピスト） 対生後２カ月から７カ月
教室
（受付10：00～）
の赤ちゃんと保護者 定12組※要予約（11／5㈫～こども家庭課）
12日 ㈫ ～
保健師・助産師による授乳指導・育児相談と母親の休息、リフレッシュ時間を提供します。
11：00～16：00 割烹ホテル 一ぷく
対生後５カ月未満の乳児と母親 定１日２組 料3,500円（昼食代込） ※
産後ケア事業 28日 ㈭ の
（受付10：30～10：45）（西条朝日町11-31）
要予約（利用日の１週間前までにこども家庭課へ）
火～木曜日
乳幼児健診
【３～４カ月児健診】【１歳６カ月児健診】【３歳児健診】 ※対象者には個人通知をします。
マタニティ教室

12月10日㈫
12月17日㈫

13：30～15：30

問 こども家庭課

☎
（082）420-0407
黒  瀬  支  所 ☎
（0823）82-0220
河  内  支  所 ☎
（082）437-1109

行

事

日

マタニティ
20日㈬
ひ
ろ
ば
親子でふれあい
22日㈮
ベビーマッサージ
家族みんなで始
29日㈮
めようお口ケア
おっぱい教室
12月４日㈬
～卒乳のはなし～
産後のママのリ
フレッシュ講座
12月17日㈫
～姿勢美人のマ
マを目指して～

FAX（082）
424-1678
FAX（0823）
83-2403
FAX（082）
437-0229

豊  栄  支  所 ☎（082）
432-2563
安 芸 津 支 所 ☎（0846）
45-2065

すくすくサポート行事日程

時（受付時間）

場
所
備
考
すくすくサポート八本松 妊婦さん同士の情報交換、出産準備について
10：00～11：00
（八本松あおい保育 対妊婦 定８組程度（要予約）
（受付9：30～）
園 こんぺいとう内） ※要予約（すくすくサポート八本松）
対２～７カ月頃の赤ちゃんと保護者 定８組程度 持参加費500円（オイ
すくすくサポート黒瀬
ル代）、バスタオル、母子健康手帳
10：00～11：30
（黒瀬保健福祉センター）
※要予約（11／6㈬10：00～すくすくサポート黒瀬）
す く す く 歯科衛生士による歯磨き指導
10：30～11：30 サ ポ ー ト 豊 栄 講師／川原英子さん（広島県歯科衛生士会）
（受付10：15～） （豊栄子育て支援セ 対妊娠６カ月以降の妊婦、乳幼児と保護者 定10組 持母子健康手帳、歯
ンター すまいる） ブラシ ※要予約（11／15㈮10：00～すくすくサポート豊栄）
卒乳の方法について、卒乳時のこどもへの対応
10：00～11：30 す く す く
対授乳中のお母さん 定10組 持母子健康手帳
（受付9：30～） サポート西 条 南
※要予約（11／20㈬10：00～すくすくサポート西条南）
産後の体や育児の姿勢、抱っこひもの使い方など、産後のトラブルの予防の話
10：00～11：30 す く す く サ ポ ー ト 黒 瀬 講師／平元奈津子さん（広島国際大学理学療法士） 対産後1カ月健診後～
（受付9：45～） （黒瀬保健福祉センター） 産後10カ月未満のお母さん（赤ちゃんと一緒にお越しください）
定10組 ※要予約（12／2㈪10：00～ すくすくサポート黒瀬）

問 すくすくサポート西条南

☎090-8609-0864 すくすくサポート八本松
すくすくサポート豊栄
☎082-401-2022
すくすくサポート黒瀬
各施設の受付時間については、市ホームページをご覧ください

保育所・認定こども園園庭開放
開放日
1 日㈮
6 日㈬

7 日㈭
12 日㈫

保育所名
河 内 西
志 和 堀
川上中部
川上西部
乃 美 尾
板
城
中 黒 瀬
暁
高 屋 東

電話番号
（082）438-0283
（082）433-2515
（082）428-2823
（082）428-0262
（0823）82-5241
（082）425-1101
（0823）82-3122
（0823）82-3121
（082）434-0303

開放日
13 日㈬

14 日㈭
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☎082-428-0030
☎080-8984-9601・9602

地域すくすく
サポートに
ついてはコチラ♪

参加希望者は事前に直接保育所へ連絡をお願いします。

保育所名
三
津
認定こども園たけに
認定こども園とよさか
寺
西
西 条 東
円 城 寺
原
川上東部
上 黒 瀬

※実施時間は10：00〜11：00の１時間程度 問保育課

15

FAX（082）
432-2328
FAX（0846）
45-6055

電話番号
（0846）45-2170
（082）435-2371
（082）432-2019
（082）423-4138
（082）423-6987
（082）423-3206
（082）429-0950
（082）428-0962
（0823）82-5243

☎
（082）
420-0934

開放日
14 日㈭
19 日㈫
20 日㈬
21 日㈭
28 日㈭

保育所名
高屋中央
小
谷
認定こども園くば
風
早
吉
川
板 城 西
木
谷
造
賀
郷
田

電話番号
（082）434-4032
（082）434-0537
（082）435-2034
（0846）45-1476
（082）429-1055
（0823）82-5051
（0846）45-4322
（082）436-0012
（082）425-0576

