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【表の説明】
● 月の記載がないものは、１月に行われる行事
　です。
● 丸で囲った字は問い合わせ先。
　保…保健医療課　☎（４０）３２４７
　子…子育て支援センター☎（４２）２８５２

 江田島保育園 
　☎(42)1629

毎週㈭
戸外あそび（雨天の場
合は、室内あそび）

 小用保育園
☎(42)1626

毎週㈪～㈮
※祝日除く

戸外あそび（雨天の場
合は中止）

 切串保育園
☎(43)0213

14日㈫
戸外あそび（雨天の場
合は、室内あそび）

宮ノ原保育園
☎(42)1625

15日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は、室内あそび）

 鹿川保育園
☎(45)2219

毎週㈪～㈮
※祝日除く

戸外あそび（雨天の場
合は中止）

 中町保育園
☎(45)2220

9日㈭ お正月あそび

 高田保育園
☎(45)2221

31日㈮
絵本読み聞かせ
戸外遊び（雨天の場合
は、室内あそび）

 三高保育園
☎(47)0110

23日㈭ お正月あそび

 大古保育園
☎(57)2537

8日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は、室内あそび）

 柿浦保育園
☎(57)2524

22日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は、室内あそび）

飛渡瀬保育園
☎(57)2326

15日㈬
戸外あそび（雨天の場
合は中止）

子園庭開放 ※時間は原則午前10時～11時

10日㈮ 午後２時～３時 子育て支援センター

内容：子育て座談会～子育てのあれ・これ～
　いつもは忙しいママさんたち。たまにはみんなでゆ
っくりおしゃべりしませんか？おばあちゃんやパパも大
歓迎ですよ。

プレママ&先輩ママ交流広場 子

10日㈮ 午後1時30分～3時 大柿分庁舎４階

心の健康相談※要予約
問県西部保健所呉支所
　☎（２２）５４００㈹

18日㈯ 午前10時～午後１時30分 大柿公民館

講話（健康的に体重を減らすための食事と運動方法）と調理
（おいしいヘルシーな料理を作るコツを知ろう！）を行います。
対象者　 体重を減らしたい人、ＢＭＩ（体重㎏÷身長

ｍ÷身長ｍ）が25以上の人
準備物　タオル・お茶・エプロン・参加費200円
申込締切　1月14日㈫ 

保健康づくり教室（身体が喜ぶダイエット教室）

２月８日㈯ 午前10時～午後0時30分 鷲部公民館

健康な食事についてのお話と調理実習を行います。「ハ
ッ」と気づかされる健康情報満載！！
対象者　おおむね 75 歳までの男性の方
申込締切　２月３日㈪ 
準備物　 エプロン・三角巾・タオル・お茶・参加費 200 円

保健康づくり教室（男の料理編）

6日㈪
午前10時～身体計測
11時～誕生会

子育て支援センター

　計測後はお楽しみ会をします。誕生月の子どもさん
には、インタビューと写真入りカードのプレゼントが
あります。みんな来てね！
準備物　バスタオルもしくはおくるみ・新しいオム　
　　　　ツ・母子健康手帳

子にこにこ身体計測

28日㈫ 午前9時30分集合 鹿田公園

時　間　�鹿田公園（沖美町）を出発し、いちご農園
を目指して歩きます。どなたでもお気軽に
ご参加ください。

準備物　タオル・水分補給のお茶・保険代 30 円

保健康づくりウオーキング教室

23日㈭ 午前９時～午後４時 大柿分庁舎１階相談室

予約が必要です。本人、家族、関係者の相談に保健師・
栄養士が応じます。

保健康相談室

21日㈫ 大柿公民館

午前10時～午後0時30分
29日㈬ 中町公民館

30日㈭ 三高会館

31日㈮ 江田島公民館

内　容　 栄養・食生活講義（血糖値を上げにくい食
事）、ランチ実習（食べて実感、高血糖予
防ランチ）

対象者　血糖値や体重が気になる方　　　　　　　
準備物　筆記用具、ランチ代２００円
申込締切　開催日の１週間前まで

保

からだメンテナンス教室
　　～血糖値や体重が気になる方へ～

乳児
2月4日㈫ 江田島保健センター 平成25年8月・

9月・10月生2月18日㈫ 大柿保健センター

１歳
６カ月児

2月7日㈮ 江田島保健センター 平成24年5月・
6月・7月生2月21日㈮ 大柿保健センター

３歳
６カ月児

2月6日㈭ 江田島保健センター 平成22年5月・
6月・7月生2月20日㈭ 大柿保健センター

５歳児
2月5日㈬ 江田島保健センター 平成20年10月・

11月・12月生2月19日㈬ 大柿保健センター

受付時間　午後１時～２時
※対象児には個別に通知します。１週間前までに通知
　が届かない場合は、ご連絡ください。
※各会場の対象地域は次のとおりです。
　江田島保健センター…江田島町全域、大柿町（飛渡瀬）
　大柿保健センター
　…能美町全域・沖美町全域、大柿町（飛渡瀬以外）

保乳幼児健診・相談

保すくすくクラブ

17日㈮ 餅つき 三高会館

21日㈫ 鬼のお面づくり 江田島保健センター

時　間　午前 10 時～ 11 時 30 分
※希望者には、身体計測と健康相談を行います（参加無料）。
※  17 日㈮は餅つきをします。エプロンを準備して

ください。

19日㈰

「楽しく学ぼう♪おいしく作ろう♪
マタニティクッキング♥」「お産に
ついてのお話」～スタッフや参加者
と楽しく交流しませんか？♪～

午前10時～
午後１時30分
※申込締切は
　1月14日㈫

2月
11日㈷

「赤ちゃんをお風呂に入れよう」
「パパの妊婦体験」赤ちゃんが生ま
れたらパパも大活躍！ママの気持ち
をパパも体験してみましょう♪

午前10時～正午
※申込締切は
　2月4日㈫

準備物　母子健康手帳、筆記用具、エプロン、三角巾
※ 19 日はクッキングの材料費（一人２００円）も
　必要です。
※ママのみの参加も大歓迎です。

保ママ♡パパスクール

10日㈮ 午後1時30分～2時30分 農村環境改善センター

音楽に合わせ楽しみながら運動します。少し息がはず
むくらいの運動です。（参加費・申し込みは不要）
講　師　林田　優子先生（ＰＦＡ認定インストラクター）
対象者　おおむね 70 歳までの方（運動継続者は 70 歳以上も可）
準備物　運動できる服装、上履き、タオル、お茶

保元気アップ教室（エアロビクス編）

17日㈮ 午後１時～２時 大柿保健センター

24日㈮ 午後１時～２時 三高会館

家庭で気軽にできる運動について、筋力アップやスト
レッチングなど実技をふまえながら紹介します。（参
加費・申し込みは不要）
講　師　林田　優子先生（ＰＦＡ認定インストラクター）
対象者　興味のある方はどなたでも参加できます。
準備物　運動できる服装、上履き、タオル、お茶

保元気アップ教室（自宅でできる運動編）

保食育チャレンジ隊

23日㈭ 午前10時～午後１時 能美保健センター

内　容　 旬の野菜を使ってフルコースを作ります！
（定員15組）

対象者　2歳以上の幼児と保護者　
準備物　�エプロン、お茶、タオル、参加費1人200円など
申込締切　１月17日㈮

2月13日㈭ 午前10時～午後１時 能美保健センター

内　容　 噛み嚙み食を作ってみよう!!（定員15組）
対象者　2歳以上の幼児と保護者　
準備物　 エプロン、お茶、タオル、参加費1人200円など
申込締切　2月７日㈮ 

22日㈬ 午前10時30分～11時30分 子育て支援センター

　親子でリズムあそびをします。静かな曲、軽快な曲
に合わせて楽しみましょう。心も体もポッカポカ！み
んなでリフレッシュできるといいですね。
講師：古澤　文子さん
　　　（児童デイサービスあおぞら作業療法士）

子にこにこリフレッシュ教室

広島・松山で活躍中のシャンピーバルーン
チームが、風船を使って楽しいパフォーマン
スを披露。楽しい時間を過ごしました。
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　平成26年４月からの保育園入園
を希望する児童の申込受付が始ま
ります。詳しくは13ページをご覧
ください。不明な点は、子育て支援センター
☎（４２）２８５２へ。
受付期間　１月14日㈫～31日㈮

保育園の入園受け付けが
始まります～１月14日㈫から31日㈮まで～

子育て支援センターからの お し ら せ

16日㈭

午前10時30分～11時30分
お正月ゲームあそび…小さいお子さんでも楽し
めるお正月あそびです。親子で楽しんで盛り上
がりましょう。みんな来てね！

28日㈫

午前10時30分～11時30分
おにのお面づくり・豆まき(食べられない)
…昔から伝わる節分の行事をみんなで楽し
みましょう。心のおにを追い出してみんな
で福を呼び込みましょう！

子にこにこひろば

場　所　子育て支援センター


