
子育 て ナビ
Kosodate Navi

費用表記がないイベントは無料ですここるっくしんかわ　　　　　　　　☎（42）5569
春休みにクライミングをしよう
とき　３月22日㈪・23日㈫　13時30分～14時50分
ところ　へきなん福祉センターあいくる
内容　クライミング
対象　３歳児～高校生
※幼児は保護者の付き添いが必要です。
定員　20人
申込み　不要

東部児童センター　　　　　　　　　☎（93）1195
おかあさんひろば　ベビーマッサージ
とき　３月12日㈮　14時～14時30分、14時35分～15
時５分
ところ　東部児童センター
講師　小笠原清恵氏
内容　赤ちゃんのためのベ
ビーケアマッサージ
対象　市内在住で首が座っ
ている３か月～１歳未満の
子と母親
定員　10組
申込み　３月２日㈫10時よ
り電話で東部児童センター

サン・ビレッジ衣浦　　　　　　　　☎（41）2655
親子スイミング参加者募集
４回で１セットのレッスンです。小学３年生以下
は、保護者の同伴が必要です。
日程

ところ　サン・ビレッジ衣浦
定員　各５人（先着順）
参加費　入場料（大人440円、子ども220円）のみ
申込み　３月９日㈫12時～31日㈬にサン・ビレッジ
衣浦

ららくるにしばた　　　　　　　　　☎（43）3434
くるくるたいむ
とき　３月１日㈪、８日㈪、15日㈪
10時～10時15分
ところ　ららくるにしばた
内容　体操、絵本の読み聞かせ、手遊びなど
対象　未就園児とその保護者
定員　10人（先着順）
申込み　不要
ベビママのつどい
とき　３月17日㈬　10時～11時30分
ところ　ららくるにしばた
内容　ふれあいあそび、ママ同士の情報交換
対象　１歳誕生月までの子と母親
※兄や姉を連れての参加はできません。
定員　６組（先着順）
申込み　３月４日㈭９時30分よりららくるにしばた
※４日㈭は電話受け付けのみです。

棚尾児童センター　　　　　　　☎090（2572）0892
ぴよぴよタイム　離乳食講話
とき　３月12日㈮　10時30分～11時30分
ところ　棚尾児童センター
内容　コープあいちの栄養士さんが分かりやすく教
えてくれます。
対象　市内在住の生後６ヶ月から１歳になる月の子
定員　６組（先着順）
申込み　３月４日㈭10時より棚尾児童センター
ベビ♡ママくらぶ
同じ地域の子育て中のママとの交流の場です。
とき　３月23日㈫　13時30分～15時
ところ　棚尾児童センター
内容　ふれあい遊び、身体測定、おしゃべりの場など
対象　棚尾・大浜・中央地区在住の３か月以上の第
１子と母親
定員　６組（先着順）
申込み　３月12日㈮10時より棚尾児童センター

浮くことから
15ｍ泳ぐ練習

内容とき
４月10日、
17日、24日、
５月１日の
土曜日

浮くことから
15ｍ泳ぐ練習

クロールで
25ｍ泳ぐ練習

小学１・２
年生

小学１・２
年生

対象

小学１～４
年生

５月15日、
22日、29日、
６月５日の
土曜日

小学１～４
年生

クロールで
25ｍ泳ぐ練習

11時～11時
30分
11時30分～
12時

11時30分～
12時

11時～11時
30分

102021.3.1

Kosodate Navi

ところ　藤井達吉現代美術館
定員　各10人（抽せん）
申込み　３月９日㈫～15日㈪に電話またはメールで①イベント名②参加日時③氏名（ふりがな）④年齢
⑤参加人数⑥電話番号⑦保護者名⑧住所を藤井達吉現代美術館　☎（48）6602　museum@city.hekinan.lg.jp
・電話申し込みは月曜～金曜日の10時～17時です。
・抽せん結果は申込期間終了後メールまたは電話にて当せん者のみ連絡します。
・申し込みは、本人または保護者のみ可能です。

オリジナル
かざぐるまづくり
とき　４月18日㈰　

10時～12時、
14時～16時

対象　小学生
参加費　300円

消しゴムはんこ
とき　４月25日㈰

10時～12時、
14時～16時

対象　中学生以上
（大人可）

参加費　400円

３月１日㈪～７日㈰は　子どもの予防接種週間　　　　 　■問　保健センター　☎（48）3751
４月の入園・入学に備え、保護者の予防接種への関心を高めることなどを目的に予防接種週間を定めていま

す。入学前までに接種して欲しいものに、麻しん風しん混合ワクチン予防接種があります。
麻しんは、子どもがかかりやすい伝染病のなかでも重症化しやすく、肺炎や脳炎などの重篤な合併症を起こ

す確率の高い注意すべき病気です。麻しん風しん混合ワクチン予防接種第１期の対象は１歳から２歳未満の子
です。１歳の誕生日を迎えたら、なるべく早く麻しん風しん混合ワクチン予防接種を受けましょう。ワクチン
接種後長期間を経過することで抗体価の低下が起こります。２回目の接種を忘れずに受けることが麻しん風し
んにかからないため、広げないために最も重要なこととされています。

麻しん風しん混合ワクチン予防接種
第２期の今年度対象者

平成26年４月２日～27年４月１日生まれの子が対象です。受けて
いない子は、３月31日㈬までに指定医療機関で接種してください。

Kosodate Navi

就学援助制度
■問　庶務課庶務係　☎（95）9917

経済的な理由により就学が困難な児童・生徒の保
護者に対し、学校でかかる費用の一部を援助する制
度です。
内容　学用品・通学用品費、遠足代、新入学用品費、
修学旅行費、学校給食費などの援助
対象　保護者の就労が不安定で経済的に苦しい世帯、
児童扶養手当を受給していて収入の少ない世帯など
※教育委員会による認定審査があります。
申込み　４月16日㈮までに児童・生徒が在籍する各
小中学校

地域子育て支援事業　親子でenjoy
～絵本の読み聞かせやわらべうたを

楽しみませんか～
とき　４月22日㈭　10時～11時
ところ　へきなんこども園
定員　６組（先着順）
対象　就園前の子と保護者
参加費　300円
申込み　３月23日㈫９時より電話で
へきなんこども園子育て支援センター
☎（41）7394

ワ ー ク シ ョ ッ プ藤井達吉現代美術館

全共通

子ども向け 大人向け 版画講座１
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