
1．市LINE公式アカウントをID検索や2次元コードから登録
2．受信設定を回答（受信設定はメインメニューからいつでも変更可）
－「欲しい情報」の「子育て関係イベント・相談」と「子育て・教育」を選択します。
－ お子さんの年齢を入力すると、一部は年齢に合った配信が受信できます。
－「施設からの情報」を選択すると子育て関係施設からの緊急情報が受信できます。

友だち登録
は

コチラから
！

子育て携帯メールが
LINEに
変わります ID検索

から

２次元
コード
から

@hekinan_city

子ども向けのイベントや健診、相談事などの情報を配信している子育て情報携帯メールサービスの配信は、
9月30日㈭で終了します。10月からは、市LINE公式アカウントで配信します。皆さんの役に立つ子育て情報
を配信するので登録をお願いします。

東部市民プラザ内
東部児童センターへようこそ
東部児童センター
園児親子と小学校1年から高校3年までの子ども

の健全な育成のための遊び場・交流の場です。友達
や家族と楽しめる卓球やエアーホッケー、カードゲ
ームなど色々な遊びがあります。

とーぶ子育て支援センター
0歳から3歳の未就園児親子が安心・安全に遊べ

る場と子育て情報の提供をしています。パパ・マ
マ・おじいちゃん・おばあちゃん、是非お子さんと
一緒に遊びに来てください。

Kosodate Navi 費用表記がないイベントは無料

■問　東部児童センター　☎93－1195

■問［子育て携帯メール］こども課育成支援係　　☎95－9886
［LINE登録・全般］　経営企画課広報戦略係　☎95－9867

登録
方法

配信
内容

配信はこの他に…
・居住地に合わせた資源ごみ・
粗大ごみの日の前日通知
・写真や動画と共にイベントの
様子や旬なまちの話題の配信
・クーポン券の配信

子育て関係のイベントや相談事子育て関係施設からの
臨時休園など緊急情報

■利用時間　9時30分～18時　　■休館日  月曜日（月曜日が休日の場合は翌平日）、年末年始

お願い
・小学生未満の子どもは保護者の付
き添い、見守りが必要です。
・年少児以上はマスクの着用をお願
いします。
※新型コロナ感染予防対策のため、
消毒と換気の時間を設けています。
詳しくは、センターだよりを確認
又は問い合わせてください。
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ららくるにしばた　　　　　　　　 ☎43－3434
園児親子クラフト
講師の先生と一緒に親子で楽しくクラフトバンド
で制作をしましょう。
■時　10月24日㈰　10時～11時30分
■講　竹内芳香氏
■対　市内在住の年少～年長の子と保護者
■申　10月1日㈮9時30分よりららくるにしばた
※1日㈮は電話でのみ受け付けます。

親子リトミック
親子でスキンシップをとりながら、リズムに合わ
せて楽しく体を動かしましょう。
■時　10月6日㈬　10時20分～11時
■講　古井さおり氏
■対　2歳誕生月翌月～3歳誕生月の子と母親
※きょうだいを連れての参加はできません。
■申　9月22日㈬9時30分よりららくるにしばた
※22日㈬は電話でのみ受け付けます。

ららくるひろば
ミニ運動会を行います。
■時　10月7日㈭　10時30分～11時
■対　未就園児と保護者
■申　9月23日㈭9時30分よりららくるにしばた
※23日㈭は電話でのみ受け付けます。

第2へきなんこども園　　　　　　　☎42－8222
子育て支援スペース“ぽてと”
親子でくつろげるスペースです。天気の良い日は
園庭でものびのびと遊べます。
■時　10月～3月の毎週木曜日　10時～11時
■所　第2へきなんこども園
■対　就園前の親子
■定　6組
■￥　2,000円／組（全20回分）
■申　9月16日㈭9時より電話で第2へきなんこども園

棚尾児童センター　　　　　　　　 ☎48－2278
わくわくタイム
エリック先生の英語で手遊びがあります。
■時　9月29日㈬

10時30分～11時
■所　棚尾児童センター
■対　乳幼児親子
■定　20組（先着順）
■申　9月22日㈬10時より
棚尾児童センター

東部児童センター　　　　　　　　 ☎93－1195
ハッピードラゴンさんのおはなし会
絵本や紙芝居の読み聞かせです。いろいろなお話
しを親子で一緒に楽しみましょう。
■時　10月1日、11月5日、12月3日、令和4年2月4

日、3月4日の金曜日　11時～11時20分
■所　東部児童センター
■対　未就園児と保護者
■申　不要

●ひとり親家庭相談
母子・父子家庭などの自立に向けて、生活の安定
や子育て、養育費や面会交流など離婚に関する相談
や就業に関する相談に応じています。
■相談時間　月～金曜日　9時～16時
■相談員　　母子・父子自立支援員
■相談方法　電話、面接、訪問相談
■問合せ　こども課育成支援係　☎95－9886

●児童相談
市では、子ども家庭総合支援拠点を設置し、児童
虐待をはじめ育成相談、非行相談など、子どもに関
する相談に応じています。
■相談時間　月～金曜日　9時～17時
■相談員　家庭児童相談員、家庭児童支援員
■相談方法　電話、面接、訪問相談
■問合せ　家庭児童相談室　☎41－8810
※休日夜間などの緊急時の虐待通告連絡先は☎41－
3311です。

子育 て ナビ
Kosodate Navi

全共通 ■所　ららくるにしばた
■定　各6組（先着順）

■問　こども課育成支援係　☎95－9886児 童 相 談 ・ ひ と り 親 家 庭 相 談
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