
　　   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。

●新型コロ
ナウイルス感
染症対策と
して9：30～
11：30での
予約制とな
っています。
詳細等は各
子育て支援
センターまでお問い合わせください。

すまいるひろば　☎22－8099
宝田こどもセンター　平日9：30～11：30

2日㈭　　　　　  学ぼう！虫歯予防
6日㈪～9日㈭　　しゃぼん玉であそぼう
13日㈪～16日㈭　家族へのプレゼント作り
20日㈪～23日㈭　身体計測
27日㈪～30日㈭　絵本の読み聞かせ
※毎週水曜日は行事の代わりに園庭開放
　（10：30～11：10）をします。
※毎週金曜日は行事はありません。
　
ふれあいひろば　☎28－1725
橘こどもセンター　平日9：30～11：30

1日㈬～3日㈮　　おはなしだいすき
7日㈫～10日㈮　  防災公園へお散歩に　　
　　　　　　　　いこう！！
14日㈫～17日㈮　体を動かして遊ぼう
21日㈫～24日㈮　七夕飾りをつくろう
28日㈫～30日㈭　楽器を使って楽しもう♪
※毎週月曜日は行事はありません。

ひだまりひろば　☎36－2241
新野こどもセンター　平日9：30～11：30

1日㈬～10日㈮　  おはなしひろば
13日㈪～17日㈮　体を動かして遊ぼう
20日㈪～24日㈮　身体計測
27日㈪～30日㈭　作って遊ぼう

にこにこひろば　☎42－0720
今津こどもセンター　平日9：30～11：30

1日㈬～3日㈮　　 絵本の読み聞かせ
6日㈪～10日㈮　  園庭開放
13日㈪～17日㈮　身体計測
20日㈪～24日㈮　ふれあいあそび
27日㈪～7月1日㈮　七夕飾りを作ろう

なかよしひろば　☎21－2002
平島こどもセンター　平日9：30～11：30

1日㈬～3日㈮　　ピョンピョンカエルを　　
　　　　　　　　つくろう
7日㈫～10日㈮　 おはなしたのしいな　
14日㈫～17日㈮　身体計測
21日㈫～7月1日㈮　七夕飾りを作ろう
※毎週月曜日は行事はありません。

みんなのひろば　☎44－5059
岩脇こどもセンター　平日9：30～11：30

6日㈪～10日㈮　  おおきくなったかな
13日㈪～17日㈮　つくってあそぼう
20日㈪～24日㈮　おはなしを聞こう
27日㈪～7月1日㈮　七夕飾りを作ろう　
※毎日11：00～お話タイムです。

つどいの広場・すくすくin阿南

子育て相談や子どもと保護者間の交流の場で
す。ぜひお越しください。
時間　9：30～11：30
日程　18日㈬　桑野公民館

15日㈬　加茂谷公民館
22日㈬　福井公民館

※ ひまわり会館すこやかルームは
　3日㈮、10日㈮、14日㈫、17日㈮、24日㈮、
　28日㈫
問 こども課　☎22ー1593

おひさまひろば
平日 9：00～12：00　13：00～16：00

● 新型コロナウイルス感染症対策として、毎日
予約制となっています。詳しくはお問い合わ
せください。

行事予定
1日㈬～10日㈮　父の日のプレゼント作り
3日㈮　　　　　午後休園
6日㈪～17日㈮　フリーマーケット
　　　　　　　  （ベビー用品・子ども服ほか）
※6日㈪と13日㈪は遊ぶことができません。
※5月31日㈫～購入予約受付開始
21日㈫　　　　 お誕生日会
24日㈮　　　　 おはなしコロリン
27日㈪～30日㈭　発育計測
問 阿南市子育て家庭支援センター
　 羽ノ浦町明見295番地1　☎44ー2205

家庭児童相談、児童虐待相談
主に18歳未満の児童を対象に心身の発達に
関すること、家庭での教育問題、学校生活で
の心配事、児童虐待に関することなどの相談
専用電話を開設しています。
直通電話　☎22ー0765
受付日時　月～金曜日（祝日を除く）
　　　　　9：00～16：00
問 こども相談室　☎22ー1677

「第４８回親と子の水泳教室」
参加者募集　　

対象　 泳ぐことができない、または10m程度
の泳力がある小学生とその親

日時　 8月19日㈮、20日㈯、21日㈰、26日㈮、
27日㈯　

　　　各日10：00～11：00
場所　スポーツ総合センター　温水プール
参加費　利用料が毎回必要です。
　　　　（大人500円、子ども300円）
定員　50人（先着順）
受付期間　6月27日㈪～8月5日㈮
　　　　　17：00まで
問 スポーツ振興課　☎22ー3394

●つくるんday
　「からだを緩めるストレッチ」
フィットネスインストラクターを講師に迎え、全身
を緩め代謝を上げる楽しく簡単エクササイズを
教えていただきます。
日時　6月28日㈫　10：00～11：30
場所　ひまわり会館
持参物　タオル、飲み物
参加費　無料
※要申込（先着10人）

●LINE公式アカウントを開設しました。阿南フ
ァミサポのお知らせやおゆずりタウンの情報を
発信しています。「友達追加」画面から2次元
コードを読み取ると、おゆずりタウン☆阿南ファ
ミサポの友達登録ができます。
ご登録をお待ちしています。

問 阿南ファミリー・サポート・センター　
　 ☎24ー5550

現況届提出の省略
　令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
　　※ただし受給者と児童が別居している方や離婚協議中で配偶者と別居されている方等には、個別に書類の提出をお願いします。
　　　（お知らせ通知と一緒に郵送します。）

所得上限額の創設
　令和4年10月支給分（6～9月分）から、主たる生計維持者の所得額が所得上限限度額②を超える場合、特例給付（月額児童1人当たり5,000
円）は支給されなくなります。（資格消滅）

※所得制限限度額・所得上限限度額表

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族（里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。）
ならびに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

※「収入額目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所
　得額で所得制限を確認します。
※①未満の場合は児童手当が、①以上②未満の場合は特例給付が支給されます。

●会員講習会
　保育サービスを提供するために
　安全・事故（救急救命法・AED講習）
この2つの講座を修了すると送迎活動が
可能になります。
日時　6月1日㈬　10：00～16：00
　　　※昼食は各自ご準備ください。
　　　（休憩12：00～13：00）
場所　ひまわり会館
参加費　無料
※要申込

●子育て相談会
　キューピーハーフ着ぐるみ製作
6カ月のマンスリーフォトの
着ぐるみを作りましょう。
日時　6月14日㈫
　　　10：00～11：30
場所　ひまわり会館3階
持参物　裁ちばさみ
参加費　無料
※要申込（先着10組）

阿南ファミリー・サポート・センター

児童手当制度の一部が変更になります

①所得制限限度額 ②所得上限限度額
扶養親族等の数 所  得  額 収入額目安 所  得  額 収入額目安

０人 622 万円 833.3 万円 858 万円 1,071 万円
１人 660 万円 875.6 万円 896 万円 1,124 万円
２人 698 万円 917.8 万円 934 万円 1,162 万円
３人 736 万円 960 万円 972 万円 1,200 万円
４人 774 万円 1,002 万円 1,010 万円 1,238 万円
５人 812 万円 1,040 万円 1,048 万円 1,276 万円

問い合わせ　こども相談室　☎22ー1677
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て育子 ひ ろば

―絵本の読み聞かせについて―

　「じゃあじゃあびりびり」
　「はらぺこあおむし」
　「しょうぼうじどうしゃじぷた」
　これらの題名を見て、絵本の表紙や
内容を思い浮かべた方もいらっしゃる
のではないでしょうか。
　今、お子さまに絵本の読み聞かせを
している方は、どんな本を読んでいま
すか。お子さまが小さい頃に気に入っ
ていた絵本は何でしたか。絵本を思い
起こすと、いろいろなことが浮かんで
くるのではないでしょうか。
　絵本の読み聞かせは、子育てにとっ
て大切な時間だといわれます。余郷裕
次さんの著書である「絵本のひみつ」
には、絵本の読み聞かせの効果が書か
れています。
◦�膝の上で抱っこし、見つめ合い語り
かけるなど、スキンシップを伴う絵
本の読み聞かせは、子どもにとって
学ぶ意欲と人間的な優しさを育てる
場になる。
◦�絵本の読み聞かせをしていると、読
み手と聞き手の呼吸が合っているこ
とを実感することができる。やがて
相手と呼吸を合わせる心地よさを体
得していくだろう。
◦�乳児期から最低 11歳まで絵本を読
み聞かせることで、子どもを心身と
もに健康に育てることができる。
　この他にも、絵本にはすてきな効果
が数多くあります。絵本を読む保護者
のみなさんの精神的健康にも絶大な効
果があるようです。絵本を手に取り、
お子さまと一緒に「心地よさ」を感じ
てみませんか。
　　　　　　　　　　　��学校教育課

て育子 一言 メ モ

新型コロナウイルス感染症の影響により、上記の情報が変更となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

親子の絆づくり＂赤ちゃんがきた！＂
（BP1プログラム）　参加者募集

初めての赤ちゃんを育てているお母さん　
対象　 生後2～5カ月までのお子さん（第1子）

とお母さん
　　　※ 令和4年1月～5月生まれのお子さん
日時　6月30日㈭、7月7日㈭、14日㈭、
　　　21日㈭
　　　各回10：00～12：00
　　　（週1回の4回連続講座）
場所　ひまわり会館1階　健康ルーム
定員　5～10組（先着順）　
参加費　無料
持参物　 バスタオル、おくるみなど（赤ちゃんを

寝かせる敷物）、ミルク、オムツ、着替
えなど（赤ちゃんのお世話に必要な
物）、母子健康手帳など

※要申込（BP１プログラム
　申し込みフォームから
　お申し込みください。）

問 保健センター　☎22ー1590
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