
広報えたじま　平成26年５月 広報えたじま　平成26年５月⑲ ⑱

子育 て ひ ろば
開館時間
　午前９時30分～午後７時
※	大柿公民館図書室は日曜のみ
　午後５時まで

図書館
　だより

食育チャレンジ隊
５月16日㈮午前10時～午後１時
能美保健センター
内容　春野菜を使って幼児食作り
対象者　２歳以上の幼児と保護者
申込締切　５月９日㈮
参加費　１人２００円
準備物　エプロン、お茶、タオルなど

すくすくくらぶ
５月28日㈬午前10時～11時30分
江田島保健センター
内容　ミニ健康教育
参加費　無料	
準備物　母子健康手帳、飲み物（お
茶・ミルクなど）
※希望者には身体計測、健康相談を行
います。

マタニティスクール
６月６日㈮午後２時～３時
江南ふれあいセンター
（子育て支援センター隣）	
内容　妊娠中の食事について～栄養士
さんを交えて楽しくお話ししません
か！おいしい試食付きです～

準備物　母子健康手帳、筆記用具
申込締切　６月２日㈪

おこめ教室
３回シリーズで開催します。
６月７日㈯午前10時～正午
集合場所　澤医院隣の空き地	
内容　田植え体験
対象者　子どもと保護者
　　　　（子どもの年齢制限なし）
申込締切		６月４日㈬
準 備物　汚れてもよい服装、着替え、
バスタオル、お茶など
※	２回目は９月28日㈰稲刈り、３回
目は12月14日㈰新米クッキングの
予定です。

母子健康手帳の交付案内
　妊娠したら、早めに母子健康手帳を
もらいましょう。手帳には妊娠中の記
録や出産の状況、子どもの体重の変
化、予防接種の状況などが書き込める
大切な手帳です。
手続き窓口　市役所本庁・支所・福祉
事務所（保健医療課）

必要な書類　妊娠届出書（窓口に置い
てあります）、印鑑

子どもの救急電話相談案内
　夜間などに起きた子どもの急な発熱
やけが。「すぐ医療機関を受診？翌朝
まで待つ？」など判断に迷うときは、
まず救急電話相談をご利用ください。
経験豊富な看護師が対応します。
受付時間　毎日午後７時～翌朝８時

電話番号　局番なし　♯８０００　
（携帯電話・プッシュ回線）
※ダイヤル回線・ＩＰ電話・公衆電話
は０８２（５０５）１３９９。

（相談無料。通話料は相談者負担）
※この電話相談は、病気の診断や治療
を行うものではありませんのでご
注意ください。

にこにこひろば
※場所はすべて子育て支援センター
５月15日㈭午前10時30分～11時30分
…「ちびっこ運動会」いつも元気
いっぱいのちびっこ集まれ！年齢に
あった遊びやゲームで、大人も子ど
もも一緒に楽しい時間を過ごしリフ
レッシュしましょう。

５月21日㈬午後２時～３時
…「手作りおもちゃ～いない　い
ない　ばー～」軍手に好きな動物
やキャラクターの絵を貼り付け
て、グー（いない　いない）パー
（ばー）遊びをしましょう。みんな
でにこにこ笑って楽しいひと時を過
ごしませんか。

５月27日㈫午前10時30分～11時30分
…「あめが好きなのだあ～れ？」雨
が大好きな動物や花をかわいく作っ
てみませんか。梅雨の憂うつな気分
を吹きとばしましょう。

にこ♡にこ身体計測
５月１日㈭・子育て支援センター
　午前10時～身体計測・11時～誕生会
…どんなに大きくなったかな。計測
後はお楽しみ会をします。５月生ま
れの子どもさんには、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！
持ってくる物　バスタオルかおくる
み・新しいオムツ・母子健康手帳

プレママ＆先輩ママ交流広場
５月９日㈮午後２時～３時
内容　子育ての悩みや心配事をみん
なで話してみませんか？ママだけで
はなくパパもおじいちゃん、おばあ
ちゃんも大歓迎です。貴重な子育て
経験の知恵袋、持っています。

リフレッシュ教室
６月４日㈬午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
内 容　「リズムあそび」パワフルに動
き回ったり、なかなかいうことを聞
いてくれないわが子に、ついイライ
ラすることはありませんか？リズム
あそびを楽しみながら子どもとのか
かわり方を学ぶ教室を開催します。
まだ一度も子育て支援センターへ来
たことのない方大歓迎！！気軽に遊
びにきてね！

　子育て支援センターで行われる教室
やイベント案内、子育てサークルの情
報を、メールで配信しています。利用
するときは、134999 ＠ anytown.jp
に空メールを送信
してください。右
のＱＲコードから
もアドレスが読み
取れます。

　本市の子育て支援の拠点、子育て支
援センター。保育園に通っていない乳
幼児やそのお父さん・お母さんなどが
センターに集まって、子ども同士で遊
んだり，親同士でお話したりしていま
す。また、子育てに関する相談や子
育て支援教室も行っています。詳し
くは子育て支援センター☎（４２）
２８５２へお問い合わせください。
主な設備　プレイルーム、絵本、砂
場、プール（夏期のみ）、計測コーナ
ー、離乳食などの食事コーナーなど

※上記設備は、午前10時～午後４時の
間オープンスペースとして無料開
放しています。（休日除く月曜～
金曜）

江田島保育園  ☎(42)1629
８日㈭

戸外あそび（雨天の場合は，室内あそび）
22日㈭

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
13日㈫

戸外あそび（雨天の場合は，室内あそび）
20日㈫

宮ノ原保育園 ☎(42)1625 21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 14日㈬ 戸外あそび（雨天の場合は中止）

三高保育園 ☎(47)0110 ８日㈭ 戸外あそび（雨天の場合は，室内あそび）

大古保育園 ☎(57)2537 21日㈬ 戸外あそび（雨天の場合は，室内あそび）

柿浦保育園 ☎(57)2524 14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 ７日㈬ 戸外あそび（雨天の場合は，室内あそび）

子園庭開放 ※時間は原則午前10時～11時

５月の休館(室)日

各館・室共通
　３日㈷・４日㈷・６日（振替休日）
江田島図書館☎（４２）１４１７
毎週月曜（定期休館）５日除く
29日㈭（月末整理日）

能美図書館☎（４５）００７５
毎週月曜（定期休館）５日除く
28日㈬（月末整理日）

大柿公民館図書室☎（５７）３０７１
毎週月曜（定期休館）
30日㈮（月末整理日）

乳児
5月 8 日㈭ 江田島保健センター 平成25年11・12月･平成26年1月

生まれ5月22日㈭ 大柿保健センター

１歳６カ月児
5月12日㈪ 江田島保健センター

平成24年8月・9月･10月生まれ
5月21日㈬ 大柿保健センター

３歳６カ月児
5月13日㈫ 江田島保健センター

平成22年8月・9月･10月生まれ
5月20日㈫ 大柿保健センター

５歳児
5月 9 日㈮ 江田島保健センター

平成21年1月・2月･3月生まれ
5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、保健医療課へご連絡ください。
※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

保健医療課からのお知らせ
☎（４０）３２４７

子育て支援センターからの
お知らせ ☎（４２）２８５２

イベントや育児教室などを
メールでお知らせします

ご利用ください
子育て支援センター

江田島図書館
内容　
①エプロン
シアター
　エプロン
を舞台に見
立て、人形
を使ってお
話をします。
一度見ると、
また違うお
話が聞きたくなります。
②紙布でうちわを
　作ろう！

大柿公民館図書室
■ミニ図書館
　日時　５月７日㈬・21日㈬
　　　　午後１時15分～ 45分
　場所　大君自治会館
　　　　（旧大君小学校）

能美図書館
内容　（ジブリの世界）
①折り紙でトトロとジジを作ろう
　午前 10時～午後３時

②ビッグブックのおはなし会
　午前 11時、午後２時
③トトロとジグソーパズルに挑戦
④ジブリの本・絵の展示
★大きなトトロとねこバスも館
　内に飾っています。

■おはなしむら
　日時　５月10日㈯午後２時～
　内容　絵本の読み聞かせと工
　　作（母の日のメッセージカ
　　ード作り）を行います。

子どもの日スペシャル

　日時　５月５日㈷
　　　　午前 10時～


