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子育て支援センター 寺子屋 子育て支援センター 寺子屋 子育て支援センター 寺子屋 子育て支援センター はなばたけ 子育て支援センター はなばたけ 子育て支援センター はなばたけ 
長岡保育園内　〒521-0242  米原市長岡1167-4
1 55－3767 5 55－8222
寺子屋開設時間 月～金 9:00～14:00

●９月の寺子屋ひろば（親子活動）
寺子屋ミニ運動会ごっこをしよう！

※水筒と着替えを持って来てね！
●ママカフェ曜日
同じ年月生まれのお子さんがいるお母さん同士、日頃の子育てに
ついておしゃべりしたり、お茶を飲んだりしながらゆったり過ご
していただける場所です。

9月18日(水)は「おかあさんげんきプロジェクト」代表宮川
み や が わ

美智子さんが来所予定です。

子育て支援センター ふたばっこ 子育て支援センター ふたばっこ 子育て支援センター ふたばっこ 
近江はにわ館・図書館内　〒521-0072  米原市顔戸281-1
1 52－0363 5 52－0363
ふたばっこ開設時間
火～金10：00～15：00

●９月のお散歩てくてく
リズム・ふれあい遊びを楽しもう！

※親子で体を動かして遊びます。動きやすい服装でお越しください。

●ぽかぽか広場
気軽に遊べるお部屋を開放しています。
園庭・保育室開放 午前の部(火・水・金曜日) 10時～12時

午後の部(火～金曜日) 13時～15時

＊9月10日(火)午後は0歳児親子が対象です。
＊9月18日(水)午前は初めて利用される親子を対象にします。
＊9月25日(水)はお話ボランティア「ぽけっと」さんのおはなし
会があります。

＊9月26日(木)は図書館休館のため、ぽかぽか広場はお休みです。

会　場

村木集会所

伊吹老人憩いの家

実施日

9月05日(木)

9月12日(木)

時　間

10時30分～

11時30分

対 象 児 童

0歳児

1歳児

2歳児以上

実施日

9月04日(水)

9月11日(水)

9月18日(水)

時　間

10時～

11時30分

会　場

ルッチプラザ（健康ルーム）

柏原生涯学習センター

実施日

9月05日(木)

9月12日(木)

9月28日(土)

時　間

10時～

11時30分

子育て支援センター あゆっこ 子育て支援センター あゆっこ 子育て支援センター あゆっこ 
米原中保育園内　〒521-0016  米原市下多良146-1
1 52－1114 5 52－5131
あゆっこ開設時間 月～金 9:00～12:00

13:00～15:00

●９月のめばえ（親子活動）
お家の人やお友だちといっしょに

リズム・ふれあい遊びを楽しもう！

園庭・保育室開放 午前の部(月・火・水・金曜日) 9時～12時
午後の部(月・水曜日) 13時～15時
年齢別開放
1・2歳児（火・金曜日） 13時～15時　　
0歳児（木曜日） 13時30分～15時

９月のみんなの広場
毎月第2・4土曜日に未就園の親子・家族を対象にした遊び

場を開設しています。
●開設時間：10時～12時
● 9月の開放日：9月14日（土）、28日（土）
●開設場所：ふたばっこ（近江はにわ館内）

会　場

醒井公民館

筑摩蓮沼会館

東番場会館

入江公民館

実施日

9月05日(木)

9月12日(木)

9月19日(木)

9月26日(木)

時　間

10時～

11時30分

会　場

サンライズ近江会館

箕浦会館

顔戸会館

岩脇会館

実施日

9月05日(木)

9月12日(木)

9月19日(木)

9月26日(木)

時　間

10時～

11時30分

いぶき認定こども園内　〒521-0314  米原市春照1950
1 58－2001 5 58－2001
はなばたけ開設時間
月～金 8:30～12:00  13:00～14:30

●９月のプチランド（親子活動）
季節に合わせて活動のテーマを決め、親子で楽しく遊びます！

※9月17日(火)はお誕生会をします。9月生まれのお友だち遊びにきてね！
※ 親子ふれあい遊びや紙芝居の読み聞かせもあります！
●お散歩プチ
公園で遊ぼう！

※ おもちゃを用意しています

●はなっこランド
気軽に遊べるお部屋を開放しています。園庭の遊具や砂場でも
遊べます。
園庭・保育室開放 午前の部(月・水・金曜日) ８時30分～12時

午後の部(月～金曜日) 13時～14時30分

会　場

いぶき認定こども園

時　間

10時～
11時30分

実施日
9月03日(火)
9月10日(火)
9月17日(火)

み ち こ

グリーンパーク山東
（保育園の運動会に参加しよう！）

参加競技は午前中です

子育て支援センター環境整備および職員研修に伴う
閉所のお知らせ
8月13日(火)～16日(金)は、各支援センターの玩具点検等環境整備のため、また30日は職員

研修のため、以下のとおり支援センターを一部閉所しますのでご了承ください。

8月
はなばたけ
寺子屋
ふたばっこ
あゆっこ

13日(火)
×
○
○
×

14日(水)
×

○(午前のみ)
○(午前のみ)
×

15日(木)
○(午前のみ)
×
×

○(午前のみ)

16日(金)
○
×
×
○

30日(金)
×
×
×
×
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このコーナーでは、乳幼児期に大切にしていき
たい子育てのポイントをお届けしていきます。

子育て
ワンポイントアドバイス

暑い夏をのりきろう！！
●食事 乳幼児期は、味覚の形成期
です。食べ物は体温くらいの温かさ
がいいですよ。また、子どもは汗を
たくさんかくのでこまめな水分補給
をしましょう。

●お出かけ 水筒は忘れずに！外で
過ごす時間が長い場合は紫外線対策
を。子ども用の日焼け止めクリーム
を塗ったり、首筋が隠れるほどの帽
子をかぶせましょう。

●着替えはこまめに 子どもは、体
温調整機能が未発達です。汗をかく
ことで汗腺が発達していきますが、
そのままではあせもになってしまい
ます。あせも対策として、汗をふい
て着替えをこまめにしましょう。

お子さんと快適な夏を過ごしましょう♪

発達支援センターを開設しています発達支援センターを開設しています
発達障がいのある方やその家族、

また発達障がいに関わる支援者・関
係機関の相談窓口として、4月から
市役所山東庁舎2階に米原市発達支
援センターを開設しています。

お問い合わせ　健康福祉部　福祉支援局（山東庁舎） 1 55－8110 555－8130

1 55－8112（直通）
1 55－8110（代表）

こんなとき、ご相談ください

●「ことばの発達に遅れがある」「自閉的な傾向
がある」と言われた。

●集団に入りにくかったり、周りとのトラブルが
多い。

●子ども同士で遊べない。
●学習中にじっと座っていられない。
●職場での対人関係のとり方がよくわからない。
●発達障がいについて内容を知りたい。

ほかにも発達支援センターでは、
■研修会や勉強会への職員の派遣
・市出前講座「発達障がいってなぁに」
・学校や職場での研修会

■乳幼児等の保護者支援
・「相談支援ファイル」の配布、
子育てについての研修などを行っています。

受給資格をお持ちの方で、現況（所得状況）
届の提出が必要な方に書類を郵送します。
次のとおり期限内に提出してください。

●提出書類と受付期間
・児童扶養手当現況届
8月1日（木）～8月30日（金）

・特別児童扶養手当所得状況届　
8月12日（月）～9月10日（火）

●提出場所
子育て支援課（山東庁舎）、各庁舎市民自治
振興課、各行政サービスセンター

※郵送での受け付けはできません。

生まれた子ども全員に配
る「すくすくファイル（旧
赤ちゃん手帳）」に医療機
関や学校などからの情報を
その都度挟みこむことで、
学校や職場が変わった時
も、これまでの情報を切れ
ることなく次に伝えていき
ます。

※相談支援ファイルについては、NPO法人発達障がいサポートネット
でこぼこフレンズと市福祉支援局が協働で行っているものです

ご活用ください！
相談支援ファイル「すくすくファイル」
～わが子を伝えるサポートブック～

学校など 

医療機関 

健診など 

お問い合わせ
健康福祉部　子育て支援課（山東庁舎）
1５５ー８１１２
5５５ー４０４０

「児童扶養手当」・
「特別児童扶養手当」の手続き


