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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

●8月の寺子屋ひろば（親子活動）
感触遊びや水遊びを楽しもう！

※水筒と着替えを持ってきてください。
※8月24日（土）は保育園の地蔵盆に参加します。
●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。

8月21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

●8月のお散歩てくてく
夏ならではの遊びを楽しもう！

※水遊びや小麦粉粘土遊びをします。濡れたり汚れたりしても
よい服装でお越しください。

※タオルや着替えなどを持ってきてください。
●ぽかぽか広場
気軽に遊べるお部屋を開放しています。園庭の遊具や砂場でも遊べます。
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

＊8月13日(火)午後は0歳児親子が対象です。
＊8月21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。

＊8月22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

杉澤集会所

藤川集会所

実施日

8月08日(木)

8月22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

8月07日(水)

8月21日(水)

8月28日(水)

時　間

10時～

11時30分

会　場

堂谷公民館

夫馬公民館

子育て支援センター寺子屋

実施日

8月01日(木)

8月08日(木)

8月24日(土)

時　間

10時～

11時30分

17時～

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

●8月のめばえ（親子活動）
お家の人やお友だちといっしょに

水遊びや小麦粉粘土で遊ぼう！

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

８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
● 8月の開放日：8月10日（土）、24日（土）
●開設場所：ふたばっこ（近江はにわ館内）

会　場

磯公民館（浜遊び）

下丹生集会所

南三吉集会所

米原区公民館

実施日

8月01日(木)

8月08日(木)

8月22日(木)

8月29日(木)

時　間

10時～

11時30分

会　場

高溝公民館

西円寺公民館

近江ニュータウン重町公民館

さくらが丘公民館

実施日

8月01日(木)

8月08日(木)

8月22日(木)

8月29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

●8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！

※ 8月27日(火)はお誕生会をします。8月生まれのお友だち遊びにきてね！
※ 水遊びができる用意を持ってきてください。水遊びができないお友
だちもおもちゃを用意しています。

※ 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
水遊びをしよう！（雨天の場合は、小麦粉粘土で遊ぼう！）

※ 水遊びができる用意を持ってきてください。水遊びができないお友
だちも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
8月06日(火)
8月20日(火)
8月27日(火)

み ち こ
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社会を明るくする運動～犯罪や非行
を防止し、立ち直りを支える地域のチ
カラ～は、犯罪や非行のない明るい地
域社会を築こうとするもので、毎年7
月に全国的な運動が展開されていま
す。
この機会を通じて、明るく住みよい
地域社会や青少年の健全育成について
考え、地域の輪を大切にしながら取り
組みを進めましょう。

■問 第63回“社会を明るくする運動“
米原市地区実施委員会
社会福祉課（山東庁舎）
155－8102

重点テーマ
地域の力で子どもをまもり、はぐくむ
重点施策
・インターネット上の非行・被害防止対策の推進
・万引きを抑止する対策の推進

明日の滋賀を担う青少年が社会性や自立性を身につけ、心豊かにたく
ましく成長していくことは、県民すべての願いです。
県内の青少年の状況をみると、警察で検挙・補導される青少年は、

小・中学生が多く、低年齢化が進むなど極めて深刻な状況にあります。
また、インターネット上には、出会い系サイトや有害な情報が氾

濫しており、パソコンやスマートフォンなどを通じて、多くの青少
年が児童買春や児童ポルノなどの青少年の福祉を害する犯罪の被害
に遭ったり、トラブルに巻き込まれるなどの事件も増えています。
このような中で、「地域の力で子どもをまもり、はぐくむ」という
観点に立って、この強調月間を設け、県民の非行・被害防止意識の
高揚を図ることを目的としています。
■問 市少年センター（米原市一色444 S・Cプラザ内）

154－5000

市では、交通事故により父親または母親を亡くし
た児童（交通遺児）のために、篤志家からの寄付金
を財源とする「奨学激励金」を支給しています。
該当する方は、子育て支援課までお問い合わせく

ださい。

お問い合わせ　健康福祉部　子育て支援課(山東庁舎） 1５５－８１０４　5５５－４０４０

＝交通遺児のための奨学激励金制＝

ほんの少しだけ子どもが笑顔になれる工夫がある
と、ジメジメのこの季節も親子で乗り切れるか
も！ぜひ、お試しを。

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。

7月は
「社会を明るくする運動」が

展開されます

7月は
「社会を明るくする運動」が

展開されます

進級激励金

入学祝金

卒業祝金

年 5,000円/人

年10,000円/人

年15,000円/人

金　　額区　　分 内　　容

交通遺児が進級
するときに支給
されます。

交通遺児が小学
校、中学校また
は、これに準ず
るものに就学・
入所するときに
支給されます。

交通遺児が中学
校またはこれに
準ずるものから
卒業するときに
支給されます。

子育て
ワンポイントアドバイス

赤ちゃんには小
さなタオルを凍
らせて首筋やわ
きなどにチョン
チョン！
2歳児さんくらいなら水着を着せて
お風呂場で一緒にお掃除！

●梅雨から夏を快適に！
この時期、気温や湿度が高くジメジメしたり、

雨が降り続いて外で発散できなかったりと、おう
ちの方や小さな子どもにとってはちょっぴり過ご
しにくい季節かもしれませんね。そうかといって、
エアコンばかりでもなあ・・・と困った時、こん
な工夫はどうでしょう。

スープやジュースを少しだけ
凍らせて食べればシャリシャ
リしてお口もすっきり！

7月は
「青少年の非行・被害防止

滋賀県強調月間」です

7月は
「青少年の非行・被害防止

滋賀県強調月間」です
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