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お知らせ・申請

すこやか子育て交流館（りぼんかん）と親子つどいの広場　　
■12月・来年１月の親子つどいの広場講座・イベント

講座名 対　象 日　時 定　員

な
か
ま
っ
ち

①こどもバンド「ファ
ミリーコンサート」 就学前の子どもと家族、妊娠中

の人と家族

12月18日（日）
10時～11時 ８組程度

②助産師と気軽に
　語ろうかい

12月21日（水）
10時30分～11時30分 なし

③ようこそ鹿児島へ
　～市電・市バスの
　お得な情報～

本市に転入して
きた就学前の子
どもと家族、妊
娠中の人と家族

12月22日（木）
10時～11時 各８組

④小食の子どもに向け
た食育のすすめ方

就学前の子ども
と家族

１月13日（金）
10時～11時

た
に
っ
こ
り
ん

⑤ハーフバースデー 今年６月生まれ
の子どもと家族

12月17日（土）
13時30分～14時30分 なし

⑥クリスマスDays 就学前の子ども
と家族

12月23日（金）・
24日（土）の
10時～11時

各50組
（当日先
着順）

⑦パパ講座　パパと
　エクササイズ 託

２歳の子どもと
父親

１月15日（日）
10時～11時 ８組

⑧子どもの目
　のお話 託

就学前の子ども
の家族

１月16日（月）
10時～11時 ８人

な
か
よ
し
の

⑨おおきくなあれ！
　（身体測定）

就学前の子ども
と家族

12月10日（土）・
21日（水）の
９時30分～10時30分、
13時45分～14時15分

なし

⑩クリスマス小物を
　作ろう！

12月13日（火）・
14日（水）の
９時30分～10時10分、
10時20分～11時

各６組
（当日先
着順）

⑪おはなしいっぱい
12月18日（日）
10時30分～11時、
14時30分～15時 なし⑫なかよしの音楽会

　～クリスマス
　コンサート～

就学前の子ども
と家族、妊娠中
の人と家族

12月25日（日）
10時～11時

い
し
き
ら
ら

⑬音楽とお話しの会
　～クリスマス
　コンサート～

就学前の子ども
と家族

12月18日（日）
10時～11時 なし

⑭わくわく作ろう
　～季節の飾り～

12月23日（金）
10時～10時30分、
14時15分～14時45分

各７組程
度（当日
先着順）

⑮身体測定
12月27日（火）
９時30分～11時、
14時～15時

なし

⑯高齢者福祉センター
伊敷とのつどいイベ
ント～お正月遊び～

１月７日（土）
10時～11時

25人程度
（先着順）

◇受講決定者には受講票を送付　料無料
申②⑤⑨⑪～⑬⑮は不要、①は12月13日、③は12月15日まで、⑯は
12月24日から、④は12月20日～来年１月５日、⑦は12月22日～来
年１月８日、⑧は12月22日～来年１月９日に直接か電話、ファク
ス、メールで各親子つどいの広場へ　※⑥⑩⑭は当日受け付け

◇託児は生後２カ月～就学前の子ども

■12月・来年１月のりぼんかん講座・イベント
講座名 対　象 日　時 定　員

①クリスマススイーツを
　作ってみよう 託

４歳～小学３年
生の子どもと親

12月17日（土）
13時～15時 ４組

②アロマ講座～ピロー
　ミストを作ろう～ 託

小学３年生まで
の子どもの親

12月19日（月）
13時30分～14時30分 ６人

③トイレトレーニングの
　すすめ方

１歳までの子ど
もの親（子ども
同伴可）

12月20日（火）
13時～14時 12人

④りぼんかん
　クリスマスイベント 小学３年生まで

の子どもと家族

12月23日（金）
11時～11時45分
12月24日（土）
14時～14時30分

なし⑤もうすぐお正月！
　鏡餅をりぼんかんに
　飾ろう

12月27日（火）
11時～11時30分
※ 展示は12月27日
　（火）～１月11日（水）

⑥お正月遊びを楽しもう １月７日（土）
10時～15時

⑦親子で作ろう！簡単お正
月のおもちゃ～折り紙凧

たこ

とブンブンごま～ 託

３歳～小学３年
生の子どもと親

１月９日（祝）
11時～12時 ８組

⑧楽しい離乳食～完了期
　（実習形式）～ 託

11カ月～１歳７
カ月の子どもの
親

１月10日（火）
13時～14時30分 ８人

⑨こうさくのへや開放デー 小学３年生までの子どもと家族
１月15日（日）
10時30分～12時、
13時～14時30分

各８組
程度

（当日先
着順）

◇受講決定者には受講票を送付
料無料（①②⑧は材料費実費負担）
申④～⑥は不要、①②⑦⑧は直接か郵送、ファクス、メールで12月
11日（消印有効）までにりぼんかんへ　※③は当日12時30分までに
受け付け後抽選、⑨は当日受け付け

◇託児は生後２カ月～就学前の子ども

  問い合わせ先は14面 
 応募要領は20面 

ご存じですか？マタニティマーク
◇マタニティマークは、
妊産婦さんの印です　
◇お母さんとおなかの赤ちゃん
に思いやりある気遣いを　問母
子保健課☎216-1485D216-1284
働きながら子どもを産み育てる人へ
◇10月から、産後パパ育休と育
児休業の分割取得が始まってい
ます　◇家庭で協力して仕事と
育児を両立しまし
ょう　問鹿児島労
働局雇用環境・均
等室☎223-8239
冬の心豊かで元気あふれる
「さつまっ子」を育てる運動
◇青少年の地域活動（年末年始
の行事など）を積極的に推進し
ましょう　◇あいさつ運動を展
開しましょう　◇スマートフォ
ン、ゲーム機器などの正しい使
い方を話し合いましょう　問青
少年課☎227-1971D227-1923

こども医療費助成
対市内に住む中学３年生までの
子ども（市民税非課税世帯は18
歳まで）　◇助成額…保険診療
による一部負担額に対し、２歳
までは全額、３歳～中学３年生
は１カ月につき2000円を差し引
いた額　※市民税非課税世帯は
全額助成　◇市民税非課税世帯
の子どもは県内の医療機関窓口
での保険診療による一部負担金
の支払いが不要です　◇受給者
証を持っていないか状況に変更
があるときは手続きが必要です
問こども福祉課☎216-1261
D216-1284か各支所の福祉課・
保健福祉課
母子・父子家庭などへの医療費助成
対母子・父子家庭の子どもと
親、父母がいない子ども（所得
制限あり）　※子どもとは、18歳
になる日以後の最初の３月31日
までの人か、一定の障害のある
20歳になる月までの人　問こど
も福祉課☎216-1261D216-1284
か各支所の福祉課・保健福祉課

　18歳までの子どもが利用でき、就学前の子ど
もと親を対象にイベントや講座を行っていま
す。子育て相談や情報発信も行っています。

センター名 問い合わせ先
城南児童センター 城南町4-19  ☎223-0868
三和児童センター 三和町21-23 ☎255-9915
郡山児童センター 郡山町39-4  ☎298-3144
開８時30分～18時
休日曜日、休日、年末年始（12月29日～１月３日）

遊びに行こうよ！児童センター

令和５年度分保育所・認定こども園
（保育所機能）の利用申し込み
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　※令和４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、
市か園の窓口で受け付けます　
◇申込期間…第１期は12月23日
まで、第２期は12月26日～来年
２月８日、第３期は来年２月９
日～３月８日、以降随時受け付
け　申保育幼稚園課☎216-1258
D216-1284か各支所の福祉課・
保健福祉課へ　※幼稚園・認定
こども園（幼稚園機能）の利用希
望は各園へ

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
よる育児相談など　対原則、産
後28日以内の母親と新生児　
申申し込みフォームかお母さん
セットの新生児訪
問連絡票（はがき）
を母子保健課☎216-
1485D216-1284へ
入学一時金の貸与
◇市内に住み、来年高校などに
入学する生徒の保護者（所得制
限あり）　◇貸与額…国公立４
万円、私立10万円　申各中学校
にある募集要領に基づき、来年
１月16日までに学校を通じて申
請　問教育委員会総務課☎227-
1992D222-8796

◇受験生の合格を祈願した「すべらないシート」や交通局カレ
ンダーを差し上げます　

　※カレンダーは1000円以上の
　　購入者（先着順）
問交通局内乗車券発売所☎257-2101
　D258-6741

交通局オリジナルグッズなどの購入者へのプレゼント

ホームページ

市ホームページ

ホームページ

申し込みフォーム


