かごしま

電話以外で申し込むときは
次の事項を書いてください

申請・相談
新生児訪問を受けましょう
内助産師や保健師の家庭訪問に
よる育児などのアドバイス
対原則、産後28日以内の母親と
新生児 申お母さんセットの新
生児訪問連絡票（はがき）を母子
保健課へ送付 問母子保健課
☎216-1485D216-1284
平成30年度分保育所・認定こど
も園（保育所機能）利用申し込み
対仕事、妊娠、出産、病気、求
職などで乳幼児の保育ができな
い保護者 ※今年度分を申し込
んで待機中の人も再度申し込み
が必要 ◇認定こども園（保育
所機能）の利用希望者も市で選
考しますので、園か市の窓口で
申し込んでください ◇申込期
限…２月20日（火） ※以降随時
受け付け 問保育幼稚園課
☎216-1258、各支所の福祉課・
保健福祉課
就学前児フッ素塗布
対４月に小学校に入学する子ど
も ◇昨年７月に送付した受診
票を持って市内の委託歯科医療
機関で受診を ◇有効期限…３
月31日（土） 料600円 問保健
予防課☎803-6927D803-7026

講座・イベント
中央保健センター 育児教室
内子どもの病気やしつけ、離乳
食など 対昨年８月〜11月に生
まれた初めての子どもを持つ親
と家族 期３月６日〜20日の毎
週 火 曜 日13時30分 〜15時30分
（全３回） 定30組（先着順）
料無料 申電話で２月14日から
中央保健センター☎258-2364へ
駅伝選手と走ろう！
小学生走り方教室
◇県下一周駅伝競走大会鹿児島
チームの監督、選手などが走り
方を教えます 対小学生 期３
月21日
（祝）10時〜12時 所マリ
ンポートかごしま 定100人程
度 料無料 申直接か電話、メ
ールで参加者の住所、
氏名、
年齢、
電話番号を３月８日までに保健体
育課☎227-1950メールhotai-shimin
@city.kagoshima.lg.jpへ
第13回よしだ読書まつり
内読書グループによる読み聞か
せ 期２月17日（土）９時30分〜
11時30分 所吉田公民館 料無
料 問吉田公民館☎294-1219
D294-1232

＋

申し込み方法
（応募要領）

子育てガイド

市民のひろば

２月号

2018年
（平成30年）
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1 催し名
（複数日時の開催は希望日時も） 2 住所 3 参加者全員の氏名
（ふりがな） 4 年齢
（子どもは学校名、
学年も）
5 電話番号 6 託 で託児利用は子どもの氏名
（ふりがな）
・年齢
（対象年齢は問い合わせを）

あそぼう！学ぼう！楽しもう！
親子で楽しむ国際交流
内外国語の絵本の読み聞かせや
交流ゲーム、文化体験など
対小学生以下の子どもと保護者
期３月４日（日）14時〜16時
所サンプラザ天文館 定20組
料無料 申郵送かファクス、メ
ールで２月20日（必着）までに
〒892-0816山下町15-1市国際交
流財団
☎226-5931
D239-9258
メールkokusai
@kiex.jpへ
親子さかな市場探検隊
内競りの見学、模擬競り体験、
魚のさばき方体験など 対小学
生と保護者（２人１組） 期３月
10日（土）６時30分〜10時15分
所魚類市場 定15組 料無料
申往復はがきで２月28日（必着）
までに〒892-0835城南町37-2魚
類市場☎223-0310へ ※“いお・
かごしま”
魚食普及
拡大推進
協議会HP
からも申
し込めます
市立少年自然の家のイベント
①親子で楽しもう〜焼き芋・ア
スレチック〜
期２月25日（日）９時30分〜12時
所 市 立 少 年 自 然 の 家 定50組
（当日先着順） ◇軍手・アルミ
ホイルを持参 申不要
②春の親子クイズラリー
内クイズを解きながら寺山を散
策 期３月11日（日）９時30分〜
12時30分 所市立少年自然の家
定30組 申はがきか電話、ファ
クス・メール（送信後に電話確
認を）で２月21日（必着）までに
〒892-0871吉 野 町11078-4市 立
少年自然の家☎244-0333D2440334メールsyonenshizen@city.
kagoshima.lg.jpへ
③親子どろんこ農園
◇４月から１年間農園区画を貸
し出し野菜作りを体験する
※希望により３年間まで継続可
所寺山学習農園 定26組 申詳
しくは２月28日までに同施設へ
①〜③共 対幼児〜高校生と家
族 料無料（③は種・苗・肥料
代などは実質負担）
子育て就職支援セミナー 託
内面接・ビジネスマナー 対子
育てしながら、就職を希望する
人 ※ハローワーク登録が必要
期２月23日（金）10時〜12時
所サンエールかごしま 定20人
（先着順） 料無料 申詳しくは
ハローワークかごしまマザーズコ
ーナー☎223-8010D225-7030へ

市立少年合唱隊隊員募集

対市内の小学３年生〜中学２年生
（４月時点）
で、毎週日曜日10時
〜12時と夏休み期間中の練習に参加できる人
◇審査日時 ３月４日（日）
◇審査会場 市民文化ホール
◇審査方法 面接と簡単な実技
◇入隊後、活動費や被服費などが必要
◇申込期限 ２月25日（必着）
申詳しくは市民文化ホール☎257-8111D251-4053へ

すこやか子育て交流館（りぼんかん）
〒890-0062与次郎一丁目10-17 ☎812-7740 D 812-7744
メールribonkankouza@shirt.ocn.ne.jp
開９時〜17時
休毎月第１月曜日(休日のときは翌平日)、12月29日〜１月３日
子育て応援ポータルサイト
「夢すくすくねっと」をご利用ください！
子育て情報や親子で楽しめるイベント情報
などを掲載しています。

夢すくすくねっと

■２月・３月のりぼんかん講座

講 座 名
対 象
日 時
①ちょっと気になる言葉の
３歳〜就学前の ２月18日
（日）
発達
（親）
託 子どもの親
13時〜14時30分
２歳以上の子ど
②トイレトレーニングのすす
２月22日
（木）
もの親（子ども
め方
13時〜14時
同伴可）
③桃の節句のお祝い料理を作 小学３年生まで ２月23日
（金）
ろう
（親）
託 の子どもの親 10時30分〜13時
④教えて!消防士さん
就学前の子ども ２月26日
（月）
〜乳幼児の救命救急〜（親）
の親
13時〜16時
託
⑤２〜４カ月のあかちゃん
２〜４カ月の子 ２月27日
（火）
集まれ！〜ふれあい遊び〜 託 どもと親
11時〜12時
３月２日
（金）
・９日
⑥はじめてさんでもできる
小学３年生まで
（金）
の10時〜12時
手づくり入園・入学バッグ
の子どもの親
（全２回）
☆
（親）
託
卒乳・断乳を考
３月８日
（木）
⑦卒乳と乳房ケア
えている母親
13時〜14時
（子ども同伴可）
⑧１歳児あつまれ！
１歳の子どもと ３月13日
（火）
〜イチゴのバッグを作ろう
親
11時〜12時
＆ふれあい遊び〜
託

定員
12人
20人
12人
10人
12組
８人
20人
12組

◇受講決定者には受講票を送付
料無料（③は材料費実費負担）
申①③〜⑥⑧は直接窓口か郵送、ファクス、メールで２月11日
（消印
有効）までにりぼんかんへ。②⑦は当日12時30分までに受け付け後
抽選
◇託児は生後２カ月〜就学前の子ども

りぼんかん☆ひなまつり

対小学３年生までの子どもと親
期３月３日（土）
おひな様に変身！…９時〜10時30分
12時30分〜14時
ミニイベント…10時45分〜
ミニコンサート…14時30分〜15時
定なし 申不要

母親クラブの支援を行っています

各地域で、親子や世代間の交流・文化活動、児童の事故防止活
動・養育の研修活動、児童福祉の向上に貢献する活動を行ってい
る母親クラブに活動費を助成します。
対一定の条件を満たす児童健全育成に貢献する自主的な団体で、
会員がおおむね30人以上の団体
◇来年度、助成を希望する団体は、２月16日までにりぼんかんへ
＋

