Information - 子育て支援情報

各 種 相 談・教 室（４月）
※会場の「高梁保健センター」は市役所２階です。

◎乳児健康診査

平成 27 年７月・12 月生まれ

４月６日（水） 13:00 ～ 13:30（受付） 高梁保健センター
内容…身体計測、内科診察、育児相談、歯科相談、離乳
食相談

◎３歳児健康診査

４月13日（水） 13:00 ～ 13:30（受付） 高梁保健センター
平成 24 年８月～ 10 月生まれ
４月27日（水） 13:00 ～ 13:30（受付） 成羽健康管理センター

従業員の子育てや、地域における子育てを積極的に応

容…身体計測、育児・栄養相談、妊娠中の健康・栄
養相談など

持参品…母子健康手帳

◎ちびっこ広場（おおむね１歳～就学前の幼児）
成羽健康管理センター

問 健康づくり課母子保健係 ☎ 21- ０２２８

つ保護者の負担軽減と、路

援することを宣言する「パパ・ママ・子育て応援企業」

線バスの利用促進を図るこ

を募集しています。

入費用の補助を行います。
生徒の保護者

◆補助要件…乗合バス事業者が発行するバス通学定期券
で、生徒の居住地の最寄りのバス停留所から、生徒が通

月・火・木・金

  9:00 ～ 16:00

  こども未来課相談室

◆補助金額…定期券購入費用の２分の１の額（100 円未
満の端数は切り捨て）
◆申請方法…定期券の使用期限が終了した日の翌月末ま
でに、申請書に使用済みとなった定期券を添えて、市民
課、各地域局、各地域市民センターへ提出してくださ
い。
※申請書は市民課に備えてあるほか、市ホームページか
らもダウンロードできます。

問

市民課市民協働係 ☎ 21- ０２５４

◎ゆう・ゆうタイム

４月 22 日（金）
「もうすぐこどもの日」
（要予約） 10:00 ～ 11:30

◎赤ちゃんタイム

４月１日（金）
15 日（金）
 10:00 ～ 11:30

◎さてらいとひろば“ゆうゆう” 10:00～11:30

問 こども未来課支援係 ☎ 21- ０２８８

４月 21 日（木）

川上保健センター

◎思春期（ひきこもり）
相談（要予約）

４月 26 日（火）

有漢保健センター

４月14日（木） 13:00 ～ 15:00（受付） 備北保健所

◎病態栄養相談（要予約）
４月14日（木） 10:00 ～ 11:00（受付） 備北保健所

問（予約先）備北保健所備北保健課 ☎ 21-２８３５
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詳しくは、市子ども会連合会事務局（こども未来課）ま
で問い合わせください。

問 こども未来課支援係 ☎ 21- ０２８８

◎ファミリーサポート

申し込み受け付けは午前８
時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 15
分まで

問 子育て支援センター
☎ 22-２４５０

こども未来課支援係
☎ 21- ０２８８

わくわく子どもコンテスト 作品募集
市と市子ども会連合会は、市内の小学生以下の子どもたちが作成・考案した習字、
写生および標語を募集します。
寄せられた作品は、市が開催するイベントで展示するほか、優秀な作品を「わくわ
く子どもフェスタ２１」で表彰します。
●習字の部：習字半紙に黒色の墨（墨汁）で書いたもの。長半紙は不可。
・小学低学年部門

テーマ

小学１年「くり」

・小学中学年部門

テーマ

小学３年「ふるさと」 小学４年「城下町」

・小学高学年部門

テーマ

小学５年「お城祭り」 小学６年「小堀遠州」
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小学２年「ベンガラ」

●写生の部：画用紙（八つ切り）に、クレヨン・クレパス、または水彩絵の具で描い
たもの。

平成 27 年度 写生の部：小学中学
年部門
テーマ「高梁市の景色・風景」

テーマ「高梁市の風景（まちなみ・自然）」
部門：幼年・小学低学年・小学中学年・小学高学年

しげ た ひ なた

●標語の部：標語は五・七・五調の川柳形式のもの。テーマに関連すれば、テーマの

最優秀賞 繁田陽向くんの作品

言葉を含まなくても可。用紙は任意。
テーマ「高梁の魅力（高梁のいいところ）」
例「たかはしは

おしろもかわも

きれいだよ」

部門：小学低学年（１～３年）・小学高学年（４～６年）
◆応募方法…市子ども会連合会所属の子ども会会員は各子ども会を通じて、その他の
子どもについては直接、こども未来課、または各地域局に応募してくだ
さい。
作品に、製作者の氏名、住所、所属の学校等、学年、子ども会所属
の子どもは子ども会名と連絡先がわかるものを記載、または添付し

さ とう ほ な み

◎子どもの心とからだの総合相談（要予約）

に複数回の活動がある地域の子ども会です。

問 こども未来課支援係 ☎ 21- ０２８８

てください。
◆応募期間…４月１日（金）から５月２０日（金）まで
※作品は応募期間中に作成したものに限ります。

問 こども未来課支援係 ☎ 21- ０２８８
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平成 年度 標語の部：小学低学
年部門 テーマ「高梁市のよさを
広く紹介するメッセージ」

問

備北保健所備北保健課 ☎ 21-２８３６

加入できる子ども会は、指導者（責任者）のもとで年間

▶備北信用金庫（正宗町 1964-1）・２月３日登録

最優秀賞 佐藤帆奈美さんの作品

４月19日（火） 15:00 ～ 17:00（受付） 備北保健所

山県子ども会連合会からの情報をお知らせします。

平成 年度 写生の部：幼年部門
テーマ「高梁市の景色・風景」

◎母子相談・家庭児童相談

新たに登録された企業（登録企業が 15 社になりました）

しばくら り な

問 学校教育課（悩み相談電話）☎ 22-７８６７

す。また、市子ども会連合会を通じて、各種行事や、岡

最優秀賞 柴倉里奈さんの作品

  教育委員会相談室

引き続きたくさんの応募をお待ちしています。

区間において実際に利用する区間のもの。

◎サロン 月～金曜日（祝日を除く） 10:00 ～ 16:00
  9:00 ～ 17:00

費の一部について市等から助成を受けることができま

学する高等学校の最寄りのバス停留所、または駅までの

◆場所…子育て支援センター（順正高等看護福祉専門学校２号棟）

月～金

も会連合会に所属することで、活動に係る保険料と活動

金」の支給対象にもなります（別途条件があります）。

利用する高校生の定期券購

しています。
継続的に地域で活動を行っている子ども会は、市子ど

登録することで、「パパ・ママ・子育て応援企業奨励

とを目的に、通学にバスを

ゆう・ゆうひろば（４月）

◎教育相談

市子ども会連合会に加入する、地域の子ども会を募集

こ ばやし か な

４月20日（水） ９:45 ～ 10:00（受付） 子育て支援センター

子 ど も 会 連 合会

平成 年度 習字の部：小学高学
年部門 テーマ「吹屋銅山」

◎育児・プレママ相談（０歳～就学前の幼児、妊婦）

パパ・ママ・子育て応援企業

最優秀賞 小 林 加奈さんの作品

内容…身 体計測、問診、尿検査、目と耳のアンケート、
内科診察、歯科診察、育児相談、栄養相談、歯科
相談、心理相談

４月21日（木） 10:00 ～ 11:30

バス通学する高校生を持

◆対 象 者…市内に居住し、高等学校等にバス通学する

平成 24 年９月～ 10 月生まれ

内

高校生のバス通学費を補助
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