Information - 子育て支援情報

各 種 相 談・教 室（12 月）

③
ゆう・ゆうひろば（12 月）

※会場の「高梁保健センター」は新しい市役所の２階です。

◆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）

◎乳児健康診査

◎サロン 月〜金曜日（祝日を除く） 10:00 〜 16:00

平成 27 年３月・８月生まれ

12月９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

◎１．６歳児健康診査

◎赤ちゃんタイム

12 月４日（金）
10:00 〜 11:30

◎ファミリーデー 12 月５日（土） 10:00 〜 16:00

平成 26 年３月〜５月生まれ

12月15日（火） 13:00 〜 13:30（受付） 成羽健康管理センター
内容…身体計測、内科診察、歯科診察、むし歯予測テス
ト、育児相談、栄養相談、歯科相談、心理相談

◎３歳児健康診査

日頃仕事で一緒に来られないお父さんや、ご家族どなた
とでも参加できます。
（要予約）

12月16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、歯科診察、育児相談、栄養
相談、歯科相談、心理相談、尿検査、目と耳の検
査
（アンケート）

◎育児相談（０歳〜就学前の幼児）
12月11日（金） 10:00 〜 11:00（受付） 子育て支援センター

9:00 〜 17:00

教育委員会相談室

学校教育課
（悩み相談電話）☎ 22-７８６７

◎母子相談
月・火・木・金

9:00 〜 16:00

こども未来課相談室

◎家庭児童相談
月・火・水・金

9:00 〜 16:00

こども未来課相談室

こども未来課支援係 ☎ 21- ０２８８

◎思春期（ひきこもり）相談（要予約）
12月15日（火） 13:30 〜 15:30（受付） 備北保健所
備北保健所備北保健課 ☎ 21-２８３６

◎子どもの心とからだの総合相談（要予約）
12月24日（木） 13:00 〜 15:00（受付） 備北保健所

◎病態栄養相談（要予約）
12月24日（木） 10:00 〜 11:00（受付） 備北保健所

（予約先）備北保健所備北保健課 ☎ 21-２８３５
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ングがおこなわれ、きめ細かいサポートをしています。
生徒数が少ないことを強みに、一人一人がさまざま

創立…昭和 23 年（1948 年）
県立成羽高等学校宇治分校として創設し、昭和
29 年に現在の名称で新発足。

子育て支援センター
こども未来課支援係

☎ 22-２４５０
☎ 21- ０２８８

吉備プレーパーク（12 月）
◆ 12 月の開催日時…12 月 20 日（日）
「ベーごま大会」

月〜金

多くの授業で、複数の教師によるチーム・ティーチ

ファミリーサポート事業の申し込み等は午前８時 30 分か
ら午後５時 15 分まで受け付けています。

◎ちびっこ広場（おおむね１歳〜就学前の幼児）

◎教育相談

とんど変わらず、通常は３年で卒業できます。

対応できる教育を受けることができます。

吉備プレーパークは、子どもたちのための冒険遊び場！
申し込み・予約は不要です。

健康づくり課母子保健係 ☎ 21- ０２２８

です。時間割や年間のスケジュールは全日制高校とほ

◎家庭相談日 12 月 ２ 日（水） 10:00 〜 16:00

容…保健相談、栄養相談、ミニ講話など

成羽健康管理センター

自然環境に恵まれた宇治の町に建つ昼間定時制高校

な力を伸ばし、大学進学や社会に出る準備まで幅広く

持参品…母子健康手帳

12月17日（木） 10:00 〜 11:30

市立宇治高等学校

◎育児相談日 12 月 11 日（金） 10:00 〜 16:00
12 月 24 日（木） 10:00 〜 16:00

平成 24 年５月〜６月生まれ

内

◎ゆう・ゆうタイム

12 月 18 日（金）
10:00 〜 11:30 （要予約）
「クリスマスを楽しもう」

「教育のまち」高梁には、高校が５校あります。３万人規模の市で５校も高校があることは珍しく、また、それぞれに学校
独自の特長を持っています。中学生とその保護者の皆さんは、市内で自分に合った高校を選ぶことができます。

◆時間…10：00〜15：00
◆場所
第１子ども広場
（短大12号館付近から登り口を上がる）
第２子ども広場（大学13号館横・奥万田第３駐車場奥）
※来場の際、第２子ども広場の受付にお寄りください。
吉備国際大学心理学部子ども発達教育学科 ☎ 22‐９４１３
こども未来課支援係 ☎ 21‐０２８８

学科…普通科
問い合わせ…☎ 29-２００４
所在地…〶 719-2232 高梁市宇治町宇治１６８６

しています！
新たに登録された企業（登録企業が 14 社になりました）
▶大森精工有限会社（川上町地頭 1546）・10 月９日登録
▶小規模多機能型居宅介護高梁
（落合町阿部 2029-1）・
10 月 28 日登録
こども未来課支援係 ☎ 21- ０２８８

「勉強も部活も頑張っています。バドミントン
で全国大会出場を目指します！」
（藤本さん）／
「クラスのみんながとても仲が良く毎日が楽し
い！文化祭も盛り上がりました」
（濱田くん）

もいます。不登校経験者や他校から転入学した人、成
人している人などいろいろですが、みんなが家族のよ
うに仲良く過ごしています。
時間割は、進学や就職のどちらにも対応しており、
います。また、一般社会での実践力となるワープロや

途条件があります）。引き続きたくさんの応募をお待ち

み

藤本  のぞ美さん
（普通科２年）

ＪＲ備中高梁駅から５分と近く、働きながら通う生徒

市は、従業員の子育てや、地域における子育てを積極

マ・子育て応援企業奨励金」の支給対象にもなります（別

ふじもと

市の中心部に位置する４年制の夜間定時制高校です。

少人数の強みを活かした基礎基本重視の授業になって

企業」を募集しています。登録することで、「パパ・マ

けい た

濱田  恵多くん
（普通科１年）

市立松山高等学校

パパ・ママ・子育て応援企業
的に応援することを宣言する「パパ・ママ・子育て応援

はま だ

表計算、漢字検定などに挑戦する生徒も多くいます。
学校行事やイベントも多く、その活動を通して社会
性を身につけて卒業していきます。
創立…昭和 24 年（1949 年）
県 立高梁第二高等学校夜間部として創立され、
昭和 55 年に現在の名称で新発足。
学科…普通科
問い合わせ…☎ 22- ３６１８
所在地…〶 716-0043 高梁市原田北町１２１６－１

おおすみ

あり さ

大角  有沙さん
（普通科１年）

はま だ

あゆみ

濵田  歩くん
（普通科４年）

「先生との距離が近いのでいろいろ相談できま
す。楽しいイベントも多く、皆で仲良く頑張っ
ています」
（濵田くん）／「仕事との両立は大変
ですが、毎日楽しく通っています」
（大角さん）
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