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未就学児と保護者のための
子育て応援情報

対象　0歳と保護者
日時　7/16㈯　10:30～11:30
場所　キッズスポットかるがも（津之江町二）
料金　無料
問合　℡661-2326
申込　7/4㈪から 窓 で

離乳食の進め方やこつ、手軽なメニュー
などを教えます

ID 060229 申込順5組

対象　①前期＝妊娠5～7カ月ごろ
　　　②後期＝妊娠8・9カ月ごろ
日時　①7/19㈫②7/15㈮　13:30～15:00
場所　①ウェブ②子ども保健センター
料金　無料　　問合　℡648-3272
申込　7/1㈮～5㈫に HP で

ID 003437 抽選各10組
ママパパ教室
前期・後期コース
妊娠・出産・子育てについてお話します。
認可保育施設などの利用説明あり

栄養士による幼児食の講話と
個別相談をします

リトミック講師・坂本加奈子さんから
楽しみながら学ぼう

お父さんも一緒に離乳食

対象　 1歳6カ月～就学前と保護者
日時　7/25㈪　11:30～、13:00～（各30分）
場所　チャムきっずぱーく（古曽部町一）
料金　無料
問合　℡685-6336
申込　7/4㈪13:00から 窓 で

音楽に合わせて親子でからだを動かそう
親子で遊ぼう
ID 060263 申込順各10組

基本事項（ F は 郵 メ 往）
①催し名（コース・希望日）
②〒・住所　　③氏名（ふりがな）
④子どもの名前（ふりがな）・生年月日
⑤電話番号
※ はがきなど郵送の場合、特に記載のないものは

〒569-8501（住所記載不要）へ
※申込手段の略は本誌22ページ参照
※ 掲載している内容は新型コロナウイルス感染症

の影響により変更になる場合があります

内容　週1回の通室で療育と相談を実施
対象　 ことばの遅れや発達に心配のあるおおむね2歳児

で保護者と一緒に通室できる幼児
場所　めばえ教室（障がい者福祉センター内）
定員　各60人
問合　℡674-9282
申込　 7/28㈭～30㈯に で

めばえ・第2めばえ教室
後期通室児募集
　10月～来年3月のめばえ教室・第2めばえ教
室の通室児を募集します。利用には児童発達支
援事業の利用者負担が必要です。

ID 065603 申込順10組

ID 063041 申込順20組

対象　1～2歳未満
日時　7/14㈭　10:00～11:30
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　℡648-3272
申込　7/3㈰から HP で

対象　芥川から東に住む
　　　平成30年4/2～令和3年2/28生まれと保護者
日時　8/1㈪　10:00～11:00
場所　聖ヶ丘子育て支援センター
料金　無料
問合　℡689-8721
申込　7/15㈮13:00から で

親子幼児食教室

リトミックを楽しもう

ID 060276 申込順各5組

ID 060279 申込順各6組

対象　0～3歳と保護者
日時　8/1㈪　10:20～、11:15～（各30分）
場所　ひろばひだまり（寿町1）
料金　無料
問合　℡693-4682
申込　7/4㈪から 窓 で

助産師・吉田道子さんから母乳やミルクに
お別れするタイミングなどを学びます

卒乳・断乳のお話
いつ？どんな風に

対象　①令和3年12/1～4年4/30生まれと保護者
　　　②令和3年2/1～11/30生まれと保護者
日時　8/9㈫　①10:00～②10:50～（各40分）
場所　阿武山たつの子子育て支援センター
料金　300円　　問合　℡692-0313
申込　7/4㈪から HP で

コダーイ研究所・横山優子さんから
わらべうたを学び、親子で楽しみましょう

わらべうたで
あそびましょう

対象　芥川より東に住む
　　　令和3年8/1～11/30生まれと保護者
日時　8/8～9/26、8/9～9/27
　　　9:30～11:00（各全5回）
場所　聖ヶ丘子育て支援センター　　料金　無料
問合　℡689-8721、〒569-1025芝谷町19-7
申込　7/23㈯までに 往 で（基本事項と子どもの性別記入）

親子のふれあい遊び。親同士も仲良く
楽しみましょう

ID 062011 抽選各10組
親子教室　赤ちゃんサロン

対象　 2歳6カ月～3歳未満と 
保護者

日時　8/4㈭　10:00～、10:30～（各60分）
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　℡648-3272
申込　7/3㈰から HP で

歯の健診や歯科衛生士による
おはなしなどを行います

きらきら歯みがき教室
ID 029521 申込順各20組

対象　1人歩きが安定したころ～就学前と保護者
日時　7/20㈬　11:15～12:00
場所　津之江さくら子育て支援センター
料金　無料
問合　℡668-1211
申込　7/4㈪から 窓 で

ID 063047 申込順7組
子育て講座
運動あそび
40㎝程の台から1人で飛ぶことができる
お友達向けプログラムです

ID 029547 申込順18組

ID 003516

対象　8～11カ月と保護者
日時　7/29㈮　14:00～15:00
場所　子ども保健センター
料金　無料
問合　℡648-3272
申込　7/3㈰から HP で

栄養士が離乳食から幼児食への進め方を教えます
ぱくぱく教室

ひとり親世帯　　 ID  067797
対象　 ①令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けてい

る人②公的年金などを受給していることにより令
和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない
人、または家計の急変により収入が児童扶養手当
の対象となる水準に下がった人

問合　子ども育成課／℡674-7832
申込　 ①申請不要②市ホームページの申請様式などを 窓

郵 で

ひとり親世帯以外　　 ID  065103
対象　 令和4年3/31時点で、18歳未満の児童（特別児童

扶養手当を受給している場合は、20歳未満）を養
育する父母などで、住民税均等割が非課税の世帯
や、家計の急変により収入が住民税均等割非課税
の対象となる水準に下がった人。令和5年2/28ま
でに生まれた児童も対象

問合　 子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター 
℡674-7773

申込　 令和4年4月分児童手当・特別児童扶養手当受給者
で住民税均等割が非課税の人は申請不要。その他
は市ホームページの申請様式などを 郵 で

低所得の子育て世帯に5万円
一部対象者は申請が必要
　低所得の子育て世帯に、児童1人当たり5万円の給付金
を支給します。
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　市ホームページ「WAI WAIカフェ」で
は、親子で参加できるイベントや子育て
相談窓口の情報を掲載して
います（右QRコード）。



場所・問合　カンガルーの森（子育て総合支援センター）／℡686-3030
申込　7/1㈮～5㈫に HP で（★は7/11㈪から 窓 で）　　☆は保育あり

親子講座
ID 031863
赤ちゃんのお口のケア 0歳と保護者 7/19㈫

10:00～、11:00～（各45分） 抽選各15組 無料

ID 059395
親子ヨガを楽しもう

①0歳と保護者
②1歳と保護者

7/20㈬
①10:00～
②10:40～（各30分）

抽選各20組 無料

ID 059397
手袋人形シアターを楽しもう

①2歳～就学前と保護者
②0・1歳と保護者

7/25㈪
①10:00～
②10:40～（各30分）

抽選各30組 無料

ID 059400
ミニ講座　トイレトレーニング 未就学児と保護者 7/12㈫

10:30～11:30 抽選20組 無料

ID 059410
リトミックとバルーンあそびを楽しもう
お父さんも一緒に

2歳～就学前と保護者 8/6㈯
10:00～10:50 抽選25組 無料

ID 059420
親子で楽しむサマーミニコンサート 未就学児と保護者 8/9㈫

10:10～10:50 抽選30組 無料

ID 059421
親子の絆づくりプログラム
BPプログラム（5期）

2～5カ月（第1子）と
母親

8/17～9/7
13:30～15:30（全4回） 申込順25組 1,000円　★

子育て講座
ID 059441
知育より食育？ 
子育て世代のキッチン大作戦

未就学児の保護者、
子育て支援者など

7/11㈪
10:00～12:00 抽選30人 無料　☆

ID 059442
関わることの大切さについて考える

未就学児の保護者、
子育て支援者など

7/27㈬
10:00～12:00 抽選30人 無料　☆

クッキング講座
ID 031792
親子クッキング

3歳6カ月～就学前と
保護者

8/2㈫・4㈭
10:00～12:00 抽選各12組 650円

カンガルーの森の催し

ID 036917

日時　 10:30～
料金　 無料　　申込　開催日の1週間前の10:00から で
桜台認定こども園　℡674-5630 北清水幼稚園　℡687-1540
　園庭開放　6㈬・13㈬ 　3歳児クラブ　1㈮
　(6日は七夕飾り作りも) 　あそぼう会、園庭開放　6㈬
　保育室開放　20㈬・27㈬ 南大冠幼稚園　℡671-1370
　(27日は身体測定も) 　あそぼう会、園庭開放　7㈭
五領認定こども園　℡668-3855 　3歳児クラブ　13㈬
　園庭開放　6㈬
　積木遊び　12㈫
　フリースペース開放　20㈬

地域に開く保育　7月の日程

当日直接

料金　無料
芥川　　℡683-1423　15㈮11:00～
真上　　℡683-2509　7㈭・11㈪・21㈭・25㈪11:00～
富田　　℡693-1671　5㈫10:30～
南大冠　℡673-1477　19㈫10:00～
三箇牧　℡677-0965　25㈪10:00～
北清水　℡687-3190　22㈮10:00～
今城塚　℡683-3331　5㈫10:45～、21㈭11:40～
五領　　℡669-6169　6㈬10:30～
磐手　　℡685-2110　4㈪・11㈪・25㈪10:45～
如是　　℡693-1866　20㈬10:45～
日吉台　℡688-6636　20㈬11:40～
城内　　℡671-4644　28㈭11:00～

公民館のおはなし会
7月の予定
　各館の読み聞かせボランティアによる季節の
絵本の読み聞かせ。絵本の貸し出しも。

ID 063054 申込順7組

対象　2カ月～1歳6カ月と保護者
日時　8/10㈬　10:15～11:00
場所　津之江さくら子育て支援センター
料金　無料
問合　℡668-1211
申込　7/19㈫から 窓 で

保育園の離乳食や給食の内容、レシピを
紹介します

子どもの食事や離乳食に
ついてのお話
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