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【表の説明】
●月の記載がないものは、2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

問子育て支援センター
　☎（４２）２８５２

1日㈮ 　午前10時30分
　　　～11時30分

子育て支援センター
3月1日㈮

　身体計測後、エプロンシアターとミュージックです
べての誕生月のみなさんをお祝いします。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　バスタオルまたはおくるみ・新しいオムツ・
　　　　母子健康手帳

子にこにこ身体計測

８日㈮ 午後２時～３時 子育て支援センター

助産師さんを迎えて、妊産婦時期の悩みに答えます。
内容　今どきの出産と子育て座談会
講師　入江寿美代先生（広島国際大学教授）

プレママ&先輩ママ交流広場 子

 江田島保育園 
　☎(42)1629

28日㈭
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

19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

20日㈬ 楽器の音色を楽しもう会

 鹿川保育園
☎(45)2219

毎週㈪～㈮
※祝日除く

戸外あそび（雨天の場合は，
室内あそび）・室内あそび

 中町保育園
☎(45)2220

13日㈬ 絵本読み聞かせ

 高田保育園
☎(45)2221

13日㈬
戸外あそび（雨天の場合
は，室内あそび）

22日㈮
絵本読み聞かせ
戸外あそび(雨天の場合
は，室内あそび）

 三高保育園
☎(47)0110

7日㈭

室内あそび

21㈭

 大古保育園
☎(57)2537

20日㈬
戸外あそび（雨天の場合
は，室内あそび）

 柿浦保育園
☎(57)2524

27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

13日㈬
戸外あそび（雨天の場合
は，室内あそび）

8日㈮ 午後1時30分～3時 大柿分庁舎4階403号室

心の健康相談
問県西部保健所呉支所
　☎（２２）５４００㈹

乳児
6日㈬ 大柿保健センター 平成24年7月・

8月・9月生20日㈬ 江田島保健センター

１歳
６カ月児

4日㈪ 大柿保健センター 平成23年5月・
6月・7月生18日㈪ 江田島保健センター

３歳
６カ月児

5日㈫ 大柿保健センター 平成21年5月・
6月・7月生19日㈫ 江田島保健センター

５歳児
7日㈭ 大柿保健センター 平成19年10月・

11月・12月生21日㈭ 江田島保健センター

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

1日㈮ 豆まき 切串公民館

28日㈭ ひなまつり 能美保健センター

※時間：午前 10時～ 11時 30分　 参加費：無料
※希望者には身体計測を行います。

保すくすくくらぶ

14日㈭ ママのメンタルヘルス 大柿保健センター

保すくすくベビーくらぶ

※時間：午前 10時～ 11時 30分　
・希望者には身体計測を行います。

保マタニティスクール

14日㈭ 午前10時～11時30分 大柿保健センター

内　容　「お産の準備」　「子育て座談会」
準備物　母子健康手帳、筆記用具　
申込締切　２月７日（木）

保アルコール健康相談

25日㈪ 午後1時30分～3時 江田島保健センター

本人、家族が体験を語り合い，断酒を支援する場です。
専門医師がサポートします。

26日㈫ 午前9時30分集合 さとうみ科学館

内　容　�さとうみ科学館を見学した後，その周辺を歩
きます。どなたでもお気軽にご参加ください。
(雨天中止）

準備物　帽子・タオル・水分補給のお茶・保険代30円

保ウォーキング教室

20日㈬
午前10時～12時00分

ゆめタウン江田島店
午後1時15分～午後4時00分

保献血

15日㈮ 午前10時30分～11時30分 三高会館

内容　エプロンシアターと手遊び身体遊び

にこにこ出前講座 子

子園庭開放 ※時間は原則午前10時～11時

※水分補給のため，参加されるときはお茶などを
準備してください。

保食育チャレンジ隊

15日㈮ 午前10時～11時30分 山岡水産（能美町）

内　容　市特産品のかき打ち体験！　　　　　　
対　象　２歳以上の幼児と保護者
申込締切　２月13日㈬�
準備物　汚れてもいい服（殻が飛び散ります）
　　　　軍手・長靴・タオル・お茶など
定　員　15組

子

14日㈭
 午前10時30分
　　～11時30分

トランポリンで遊ぼう
元気いっぱい寒さをふっとばせ

20日㈬  午後２時～３時
人形劇と指人形づくり
人形劇を披露します。お楽しみに！

26日㈫
 午前10時30分
　　～11時30分

おひなさま飾り
オリジナル飾りをつくろう

にこにこひろば

　妊娠・出産・育児のために仕事を退職後、再就職を
希望する方を対象に行います。（要申込）
日　時　２月15日㈮　午前10時～正午
相談員　ハローワークくれ（公共職業安定所）職員

ママの再就職支援相談
ご利用ください

子
1日㈮ 午後１時～２時 能美保健センター

8日㈮ 午後１時～２時 江田島保健センター

15日㈮ 午後１時～２時 大柿保健センター

22日㈮ 午後１時～２時 三高会館

内　容　�家庭で気軽にできる運動について～筋力アッ
プ、ストレッチング等実技をふまえながら紹介
（参加費・申し込みは不要）

講　師　ＰＦＡ認定インストラクター　林田先生
準備物　運動のできる服装、上履き、タオル、お茶

保元気アップ教室（運動教室）

牛乳パックやビニール袋を利用
して手作りしたこまやたこで遊
びました。楽しかったね！

　母子家庭のお母さんが、就職に有利な資格を取得
するための訓練促進費や、資格取得後の一時金を給
付する制度があります。この制度を利用するために
は、事前に子育て支援センターでの相談・面接や入
学前の手続きが必要です。詳しくは同センターへ。

対象資格　○看護師（准看護師を含む）○介護福祉
士○保育士○理学療法士○作業療法士○その他
市長が認める資格

支給対象者　次の項目すべてに当てはまる人　
○本市に住所を有する母子家庭のお母さん
○児童扶養手当受給者または同等の所得水準の人
○資格を取得するため、養成機関で２年以上のカリ
キュラムを修業し、資格取得が見込まれる人

○就業・育児と修業の両立が難しいと認められる人

○過去にこの制度での支給を受けていない人
○既に養成機関で修業している人か、平成25年３
月31日までに入学した人

支給額・支給期間

～母子家庭のお母さんへの支援制度～
資格取得のための訓練促進費などを給付します

○高等技能訓練促進費
支給
期間

・平成24年度までの入学者が対象
・修学期間の全期間

支給
金額

24年度以降の入学者
・非課税世帯…月額10万円
・課税世帯……月額7万0,500円

○入学支援修了一時金
支給
期間

・修了日を経過した日以後30日以内に
　申請

支給
金額

・非課税世帯…5万円
・課税世帯……2万5,000円

※要予約

場所　子育て支援センター

す
く
す
く
く
ら
ぶ

（
江
田
島
保
健
セ
ン
タ
ー
）

１16

� �広報えたじま　平成25年2月 広報えたじま　平成25年2月


