
時間　9:30～11:30
日程　12日㈬　桑野公民館
　　　19日㈬　加茂谷公民館
　　　26日㈬　福井公民館
※ひまわり会館すこやかルームは
　4日㈫、7日㈮、11日㈫、14日㈮、
　18日㈫、25日㈫、28日㈮
問 こども課（☎22－1593）へ

つどいの広場・すくすく in阿南

安全・安心の子育てのために、知っておこ
う、身につけよう。
日程　
11月7日㈮
　午前　保育サービスを提供するために
　午後　身体の発育と病気
13日㈭
　午前　小児看護の基礎知識②
　午後　子どもの世話
14日㈮
　午前　子どもの遊び
　午後　保育の心
18日㈫
　午前　小児看護の基礎知識①
　午後　心の発達とその問題①
25日㈫
　午前　心の発達とその問題②
　午後　安全・事故
28日㈮
　子どもの栄養と食生活（10:00～14:00）
場所　ひまわり会館
受講費　無料（託児無料）

阿南ファミリーサポート・センター
会員講習会

阿南に引っ越ししてきて、子育てに関する
情報を知りたい、お友だちを作りたいと思
われている方はいませんか。
阿南ファミリーサポートセンターでは、転
入者のための交流会を開いています。
阿南市の保健師さんが来てくれていますの
で、計測や相談もできます。
日時　11月27日㈭　10:00～11:30
場所　ひまわり会館１階　すこやかルーム

ウエルカム阿南　交流会

金魚すくい、ポップコーン、わたあめ、ク
ッキーなど先着300人にプレゼント！
日時　11月15日㈯　10:00～14:00
場所　徳島県立中央テクノスクール（ろう

きんホール）
参加費　無料

問 阿南ファミリーサポートセンター
　 （☎24－5550）へ

あいあいファミサポフェスティバル
２０１４

11月 地域子育て支援センター
お子さんの健やかな成長を願い、無料で
施設を開放して育児支援を行っています。

 4日㈫　保健師による身体計測
  　　　「冬に流行する感染症について」
  　　　のおはなし
11日㈫　親子で楽しいパン作り
  　　　講師：田浦由理さん
  　　　※要予約、有料
18日㈫　おはなしのポケット
25日㈫　お誕生会「親子ふれあい遊び」
  　　　講師：助任保育園　井上和恵さん

にこにこひろば� ☎42−0720

今津こどもセンター� 平日  8:30〜12:00
  14:00〜15:30

 4日㈫　おはなしだいすき
11日㈫　作って遊ぼう
18日㈫　みんなで遊ぼう
20日㈭　子育て講座
25日㈫　お誕生会

ふれあいひろば� ☎28−1725

橘こどもセンター　  平日  9:00〜14:00

 4日㈫　子育て支援ネットワークによる
「災害時に使える親子のための豆
知識」講座

26日㈬　お誕生会
11日㈫、18日㈫、25日㈫、12月2日㈫
親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがき
た！”

なかよしひろば� ☎21−2002

平島こどもセンター  平日  9:00〜14:00

 4日㈫　お芋ほり　近藤　宏さん宅畑
 7日㈮　お芋クッキング
11日㈫　作って遊ぼう
19日㈬　乳製品を使っての調理実習
  　　　※要予約
25日㈫　お誕生会
28日㈮　おはなしで遊ぼう
14日㈮、21日㈮　うたって遊ぼう

みんなのひろば� ☎44−5059

羽ノ浦さくら保育所子育て支援センター
平日 9:00〜14:00（お弁当タイム11:45〜）

日時　11月15日㈯　13:30～15:00
場所　富岡公民館
演題　「児童虐待問題を考える」
講師　徳島大学総合科学部
　　　教授　上野佳代子さん
問 こども相談室（☎22－1677）へ

阿南市要保護児童対策協議会
研修会にご参加ください

（※要予約）
 6日㈭　英語で遊ぼう
 7日㈮　高齢者とのふれあい会※
　　　  フラダンス・マジック
10日㈪～14日㈮　フリーマーケット
11日㈫　ミュージックケア乳児※
12日㈬　発育計測
13日㈭　アンパンマンバス遠足
17日㈪　健康相談・発育計測
18日㈫　お誕生会
19日㈬　ミュージックケア幼児※
20日㈭　収穫祭※
26日㈬　クリスマス制作
28日㈮　おはなしころりん
※行事によって有料、要申込み
問 那賀川子育て家庭支援センター
 　（☎0885－38－1163）へ

おひさまひろば� 平日 9:00 ～ 16:00

児童虐待を防ぐためには、家庭や学校、地
域が児童虐待に対して関心を持ち、理解を
深めることが重要です。
◎相談する勇気が解決への第一歩です。　
自分の子育てが「虐待かもしれない」と感
じたら相談してください。
◎虐待を発見したら　
ちょっとした「目くばり」「気くばり」が
子どもを虐待から救います。「おや ?」と
気になることがあれば迷わずご連絡くださ
い。通報者についての情報を親に伝えるこ
とはありません。たとえ、それが誤報であ
っても罰せられることはありません。
問 こども相談室（☎22－1677）へ

“さしのべた　その手がこどもの命綱”
11月は「児童虐待防止推進月間」です

子育てについて話し合い、共に学ぶ場です。
対象　第一子で２～５カ月の子とお母さん
日程　10:00～12:00（4回連続講座）
平島こどもセンター内 なかよしひろば
11月11日㈫、18日㈫、25日㈫、12月２日㈫
羽ノ浦公民館
11月20日㈭、27日㈭、12月4日㈭、11日㈭
南部こども女性相談センター（阿南保健所）
12月３日㈬、10日㈬、17日㈬、24日㈬
定員　各15組（先着順）
参加費　200円（４回分・保険料含む）
申込方法　電話、または電子メールで、参
加希望回、住所、氏名、お子さんの生年月
日、連絡先を初日の3日前までにお知らせ
ください。
準備物等　後日、電話で連絡します。
問 こども課 
　 （☎22－1593）へ
e-mail jidou@city.anan.tokushima.jp

親子の絆づくりプログラム
“赤ちゃんがきた！”（愛称：BPプログラム）

保育所は、保護者が労働等の理由のため、保育所で
の保育を必要とする児童の保育を行います。

募　集　市内の各保育所（園）
対　象　市内に居住し、保護者の仕事や家庭の事情

で、保育所での保育を必要とする乳幼児
申込方法　｢保育所（園）入所申込書」によりお申

し込みください。
市内の各保育所で受け付けています。
申込書については、12月１日㈪から、
各保育所または市役所こども課に備え付
けています。
※新規、継続を問わず申込みが必要。

問い合わせは　こども課（☎22－1593）へ

幼稚園とは、幼児を保育し適当な環境を与えて、
その心身の発達を助長することを目的とする学校
教育法に基づく学校です。

募　集　横見、加茂谷、大野、富岡、宝田
　　　　新野、新野東、橘、見能林幼稚園
対　象　◎５歳児（１年保育）

平成21年４月２日〜平成22年４月１日
に生まれた幼児
◎４歳児（２年保育）
平成22年４月２日〜平成23年４月１日
に生まれた幼児
◎３歳児（３年保育）
平成23年４月２日〜平成24年４月１日
に生まれた幼児
※３歳児は富岡、加茂谷幼稚園のみ。

申込方法　｢入園願書（受入幼稚園に備え付け）」
により、お申し込みください。市内の
各幼稚園で受け付けています。
※各幼稚園へ直接お申し込みください。

問い合わせは　学校教育課（☎22－3390）へ

●子育て支援保育の申請
次の幼稚園で、降園後の預かり保育を行っています。
希望される方は、入園願書受付期間中に各園までお申
し出ください。
【実施幼稚園】
横見、加茂谷、大野、新野、新野東、見能林幼稚園
問い合わせは　学校教育課（☎22－3390）へ
※橘幼稚園は橘こどもセンター短時間保育児部となり
ます。

保育所（園）

幼稚園

●病児・病後児保育の新規登録申請
病気入院の必要がなく、急性期を越えた安定期から回復
期の生後６カ月〜小学３年生の児童で、保護者が勤務や
社会的にやむを得ない事由などにより集団保育や家庭で
の育児が困難な児童のための子育て支援サービスを行っ
ています。随時受け付けしていますので、希望される方
はお申し出ください。
申請受付　各保育所、こども課、保健センター、各支所・
住民センター、岩城クリニック
※現在登録済みで平成27年度継続利用ご希望の方は、
新しく登録申請の必要はありません。
問い合わせは　こども課（☎22－1593）へ

平成27年４月からの入所・入園の申込みを受け付
けます。希望される方は手続きを行ってください。
なお、平成27年４月から「子ども・子育て支援新
制度」がスタートします。新制度では、手続きの関
係で、入所・入園の申込み受付の開始が、例年より
１カ月ほど早くなります。

【受付期間】
12月８日㈪〜19日㈮

保育所（園）・幼稚園
への入所・入園の
ご案内

区分 保　育　所　名 受入年齢

公
　
　
　
　
　
立

富岡 １〜５歳児
寿 ０〜２歳児
宝田 １〜５歳児
本庄 ０〜２歳児
長生 ３〜５歳児
大野 ０〜３歳児
明星 ０〜５歳児
中野島 ０〜５歳児
横見 ０〜３歳児
見能方 １〜３歳児
津乃峰 １〜５歳児
橘 (橘こどもセンター長時部） ０〜５歳児
桑野 １〜５歳児
山口 ３〜５歳児
新野 ０〜３歳児
福井 ０〜５歳児
椿 ２〜５歳児
伊島 ３〜５歳児
平島こどもセンター ０〜５歳児
今津こどもセンター ０〜５歳児
羽ノ浦くるみ １〜５歳児
羽ノ浦すみれ ０〜５歳児
羽ノ浦こばと １〜５歳児
羽ノ浦さくら １〜５歳児

私
　
　
立

阿南 ０〜５歳児
お山 ０〜５歳児
阿南ひまわり ０〜５歳児
あけぼの ０〜５歳児
あざみ ０〜３歳児
那賀川ひまわり ０〜３歳児

保
育
所
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園
）
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表

て ひ ろば育子
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