
子育て・健康カレンダー
2008

　12 月

山下外科医院
［外科・消化器科］
西三城町☎547122

野田耳鼻咽喉科
［耳鼻咽喉科］
大川田町☎㉘8733

貞松歯科医院
坂口町☎⑳7808

ともなが内科クリニック
［内科・呼吸器科］
杭出津2丁目☎545000
　
平松整形外科医院
［整形外科］
富の原2丁目☎㉗4422

井上歯科医院
宮小路1丁目☎557462

中田外科胃腸科
［外科・胃腸科］
古賀島町☎540083
　
レディースクリニックしげまつ
［産婦人科］
古町1丁目☎549200

もりもと歯科医院
木場1丁目☎501091

おはなしの会
11：00～、市立図書館

子育てとなり組●申  
陰平下公民館

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

子育てとなり組●申  
宮小路2・3丁目公民館

子育てとなり組●申  
植松1丁目公民館

2歳児のお部屋
10：00～正午

1歳児のお部屋
10：00～正午

3歳児以上のお部屋
10：00～正午

誕生日のつどい11：00～

子育てとなり組●申  
上諏訪公民館

子育てとなり組●申 
小路口光公民館

出前子育てつどい●申 
三浦住民センター
 ■南地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
福重住民センター
 ■北地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
松原住民センター
■北地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
竹松住民センター
■北地区子育て支援センター

離乳食教室
①10：00～②11：00～

乳幼児すくすく健康相談
受付：午前9：30～10：30
　　 午後1：30～3：00

3歳児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

3歳児健康診査
受付： 午後1：00～1：20　

ことばと心の相談室
午後1：30～4：00
・言語聴覚士によることばの相談

ことばと心の相談室
午後1：30～4：00
・言語聴覚士によることばの相談
・臨床心理士による育児相談

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

親子愛あい広場
9：30～11：30

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

耳とことばの相談
午後1：00～3：00
・医師などによる診察
・聴覚、言語障害児の補聴器
 やことばの相談
・身体障害者手帳および補聴
 器の申請受付
・幼児の教育・育児相談
総合福祉センター
■障害福祉課

赤ちゃんとふれあい遊び
11：00～、対象0歳児

赤ちゃんとふれあい遊び
11：00～、対象0歳児

赤ちゃんとふれあい遊び
11：00～、対象0歳児

赤ちゃんとふれあい遊び
11：00～、対象0歳児

出前子育てつどい●申 
小路口光公民館
■北地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
郡地区公民館
■北地区子育て支援センター

出前子育てつどい●申 
西大村コミセン
■西地区子育て支援センター

問い合わせ先の記載がないものは、こども政策課（こどもセンター内☎549100）にお問い合わせください。

　■ 問い合わせ
   　○こどもセンター   〒856-0832　本町413-2 ☎549100　 549174　○北地区子育て支援センター（認定子ども園昊天宮保育園） ☎55 0922
   　○南地区子育て支援センター（鈴田保育園） ☎49 5388　○西大村地区子育て支援センター（植松保育園） ☎54 5056

         は「子育てつどい」です。 ●申 は申し込みが必要です。今月の子育てつどい
●出前子育てつどい…午前10：00～「親子クッキング」
●子育てとなり組…午前10：00～、みんなでおしゃべり　
●1歳児・2歳児・3歳児のお部屋…ふれあい交流室で自由遊び(対象年齢以外の子どもは、プレイルームで自由遊び）
●パパと日曜日…就学前の子どもと父親が対象（小学校低学年の兄弟同伴可）　
●誕生日のつどい…12月生まれの誕生児を祝おう（誕生月ではない人も参加できます。誕生月の人は事前にこどもセンターへご連絡ください）
●子育てしゃべり場…「心地よい抱っこの仕方」、妊婦～生後3か月の乳児の母親が対象。先着15組。12月1日（月）9：00～、電話または直接こどもセンターへお申し込みください。　

川本内科医院
［内科］
久原1丁目☎545675

たしろ医院
［外科・内科］
大川田町☎㉘8686

今道歯科医院
本町☎521822

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

パパと日曜日
10：00～15：00

パパと日曜日
10：00～15：00

パパと日曜日
10：00～15：00

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

日 月 火 水 木 金

※日曜・祝日の
在宅当番医は、
変更になる場合が
あります。ご確認の
うえお越しください。
●診療時間
午前9時～午後6時
※歯科は
正午まで　　　　　
　　　　　

土

カメリアクリニック
［小児科］
富の原2丁目☎㉘8177

上田記念クリニック
［外科・消化器科］
諏訪1丁目☎486886

またの歯科医院
竹松本町☎558261

おおつか内科医院
［内科・呼吸器科］
西三城町☎○53 8080
　
篠原皮ふ科クリニック
［皮膚科・アレルギー科］
上諏訪町　☎○50 1677

いのうえデンタルクリニック
武部町☎○54 6684
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※■は問い合わせ
※開催場所・問い合わせを記載していないものは、こどもセンターで行います。

●1歳6か月児健康診査（通知済み）
　…平成18年12月～19年5月生まれ、または2歳未満の幼児が対象
●3歳児健康診査（通知済み）
　…平成16年12月～17年6月に生まれ、または4歳未満の幼児が対象
●ふれあいリハビリサロン（初回は電話で申し込み）…40歳以上の人が対象
●ことばと心の相談室・親子愛あい広場（初回は電話で申し込み）
　…ことばの発達が気になるお子さんや、育児でお困りのお母さんが対象
●乳幼児すくすく健康相談
　…計測、育児・栄養・心理・歯科相談（午後のみ）（予約不要。母子手帳持参）
　…こころはぐくむ絵本事業で絵本を配布します（対象：1歳児未満）
●離乳食教室…離乳食の相談（予約不要。母子手帳持参）初めての人は①にお越しください。
　　　

子育て・健康

　三種混合、麻しん・風しん、
日本脳炎、BCGの予防接種
は、年間を通じて実施してい
ます。お子さんの体調の良い
ときに受けてください。
　インフルエンザの実施期
間は1月末までです。

子育てとなり組●申  
松山町公民館

子育てしゃべり場●申 
10：00～ 

献血車巡回日
9：40～11：30
市役所前■国保けんこう課

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

●平成21年度 保育所（園）入所者募集

●子育て支援セミナー　
　～障害のある子どもにこそ歯科治療が必要である～
と　き　12月3日（水）、午後7時30分～8時30分
ところ　大村市医師会館
講　師　俣野正仁氏（またの歯科医院院長）
　　　　大安　努氏（大安歯科医院院長）
■大村市医師会　☎540151

●委託助産師募集　
勤務場所　こどもセンター
業務内容　新生児訪問
申込方法　市販の履歴書に写真を貼付のうえ、資格
　を証明できる書類の写しを添えて、こどもセンターにお
　申し込みください。
申込時期　随時

●窓口受付時間を午後７時まで延長しています
　こどもセンターの窓口受付時間を、午後７時まで試行
的に延長しています。
　児童手当、児童扶養手当および保育所入所などの
手続き、保育所保育料の納入ができます。

●郡地区子育てつどいのひろば
　「こぱん～Copain～ 」がオープンしました
　「こぱん」とは、フランス語で「仲のいい友だち・気の合
う仲間」という意味です。親子のふれあい、仲間との交
流ができる場として、お子さんと一緒に楽しい時間をお
過ごしください。
ところ　郡コミセン
と き　火～金曜日、午前10時～午後3時
対 象　就学前（主に0～3歳）子どもと家族

●健康づくり推進員といっしょに３～５ｋｍ
　のコースを歩きませんか

■国保けんこう課（内線140）

 6日（土）

 7日（日）

 9日（火）

17日（水）

20日（土）

21日（日）

8：00

9：30

9：00

9：30

8：00

8：30

三角公園（幸町ダイソー横）

三角公園（幸町ダイソー横）

と　　き と　こ　ろ

玖島中学校

木場公民館

森園公園

※日程は変更する場合がありますので、参加を希
　望する人は事前にご連絡ください。

　公立保育所
　池田・中央・三城
　私立保育園
　萱瀬･植松･妙宣寺･久原･三浦･松原･わかば・常盤･諏訪･
　かたまち･新城･桜馬場・ふるまち･鈴田･ひまわり･ゆりかご
　認定こども園　
　昊天宮・竹松・たんぽぽ
　※認定こども園とは、3～5歳児に対して幼児教育・保育を
　　提供する施設です。
　※竹松とたんぽぽは、平成21年4月から私立の認定こど
　　も園になる予定です。
対　象
　0～5歳児(平成21年4月1日現在)で、保護者が次の
　いずれかに該当し、かつ同居の親族、そのほかの人
　が保育できない人
（1）昼間、家事以外の仕事に就いている人
（2）妊娠中、または出産後間もない人(産前2か月、産後3か月)
（3）病気、けが、または心身に障害がある人
（4）長期にわたり病人などの看護をしている人
（5）火災、風災、風水害などの災害の復旧にあたっている人
申込期間　
　12月1日（月）～平成21年1月30日（金）
　午前8時30分～午後7時
※土曜・日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く
※先着順ではありませんので、入所を希望する保育所（園）を
　見学されるなどしてご検討のうえ、お申し込みください。
申込先
（公立保育園・私立保育園）…こどもセンター
（認定こども園）昊天宮…昊天宮保育園（☎550922）
　　　　　　 竹松・たんぽぽ…こどもセンター
※申込書は、こどもセンター・各保育所（園）・福祉政
　策課で配布しています。
保育料
年齢別に、その世帯の税額によって決められます。
※現在入所（園）中の児童が、引き続き同一の保育所
（園）に入所（園）する場合は、家庭状況申立書を提出して
ください。また、その兄弟姉妹の入所（園）を新たに希望する
場合は、入所申込書を提出してください。

岡本 ゆうみちゃん
（11か月）

小野　峻功くん
（1歳2か月）

た　く　　

　　こどもセンターを訪れたお友だち
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西三城町☎○53 8080
　
篠原皮ふ科クリニック
［皮膚科・アレルギー科］
上諏訪町　☎○50 1677

いのうえデンタルクリニック
武部町☎○54 6684
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※■は問い合わせ
※開催場所・問い合わせを記載していないものは、こどもセンターで行います。

●1歳6か月児健康診査（通知済み）
　…平成18年12月～19年5月生まれ、または2歳未満の幼児が対象
●3歳児健康診査（通知済み）
　…平成16年12月～17年6月に生まれ、または4歳未満の幼児が対象
●ふれあいリハビリサロン（初回は電話で申し込み）…40歳以上の人が対象
●ことばと心の相談室・親子愛あい広場（初回は電話で申し込み）
　…ことばの発達が気になるお子さんや、育児でお困りのお母さんが対象
●乳幼児すくすく健康相談
　…計測、育児・栄養・心理・歯科相談（午後のみ）（予約不要。母子手帳持参）
　…こころはぐくむ絵本事業で絵本を配布します（対象：1歳児未満）
●離乳食教室…離乳食の相談（予約不要。母子手帳持参）初めての人は①にお越しください。
　　　

子育て・健康

　三種混合、麻しん・風しん、
日本脳炎、BCGの予防接種
は、年間を通じて実施してい
ます。お子さんの体調の良い
ときに受けてください。
　インフルエンザの実施期
間は1月末までです。

子育てとなり組●申  
松山町公民館

子育てしゃべり場●申 
10：00～ 

献血車巡回日
9：40～11：30
市役所前■国保けんこう課

1歳6か月児健康診査
受付： 午後1：00～1：20

ふれあいリハビリサロン
午後2：00～4：00
■国保けんこう課

●平成21年度 保育所（園）入所者募集

●子育て支援セミナー　
　～障害のある子どもにこそ歯科治療が必要である～
と　き　12月3日（水）、午後7時30分～8時30分
ところ　大村市医師会館
講　師　俣野正仁氏（またの歯科医院院長）
　　　　大安　努氏（大安歯科医院院長）
■大村市医師会　☎540151

●委託助産師募集　
勤務場所　こどもセンター
業務内容　新生児訪問
申込方法　市販の履歴書に写真を貼付のうえ、資格
　を証明できる書類の写しを添えて、こどもセンターにお
　申し込みください。
申込時期　随時

●窓口受付時間を午後７時まで延長しています
　こどもセンターの窓口受付時間を、午後７時まで試行
的に延長しています。
　児童手当、児童扶養手当および保育所入所などの
手続き、保育所保育料の納入ができます。

●郡地区子育てつどいのひろば
　「こぱん～Copain～ 」がオープンしました
　「こぱん」とは、フランス語で「仲のいい友だち・気の合
う仲間」という意味です。親子のふれあい、仲間との交
流ができる場として、お子さんと一緒に楽しい時間をお
過ごしください。
ところ　郡コミセン
と き　火～金曜日、午前10時～午後3時
対 象　就学前（主に0～3歳）子どもと家族

●健康づくり推進員といっしょに３～５ｋｍ
　のコースを歩きませんか

■国保けんこう課（内線140）
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三角公園（幸町ダイソー横）

三角公園（幸町ダイソー横）

と　　き と　こ　ろ

玖島中学校

木場公民館

森園公園

※日程は変更する場合がありますので、参加を希
　望する人は事前にご連絡ください。

　公立保育所
　池田・中央・三城
　私立保育園
　萱瀬･植松･妙宣寺･久原･三浦･松原･わかば・常盤･諏訪･
　かたまち･新城･桜馬場・ふるまち･鈴田･ひまわり･ゆりかご
　認定こども園　
　昊天宮・竹松・たんぽぽ
　※認定こども園とは、3～5歳児に対して幼児教育・保育を
　　提供する施設です。
　※竹松とたんぽぽは、平成21年4月から私立の認定こど
　　も園になる予定です。
対　象
　0～5歳児(平成21年4月1日現在)で、保護者が次の
　いずれかに該当し、かつ同居の親族、そのほかの人
　が保育できない人
（1）昼間、家事以外の仕事に就いている人
（2）妊娠中、または出産後間もない人(産前2か月、産後3か月)
（3）病気、けが、または心身に障害がある人
（4）長期にわたり病人などの看護をしている人
（5）火災、風災、風水害などの災害の復旧にあたっている人
申込期間　
　12月1日（月）～平成21年1月30日（金）
　午前8時30分～午後7時
※土曜・日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く
※先着順ではありませんので、入所を希望する保育所（園）を
　見学されるなどしてご検討のうえ、お申し込みください。
申込先
（公立保育園・私立保育園）…こどもセンター
（認定こども園）昊天宮…昊天宮保育園（☎550922）
　　　　　　 竹松・たんぽぽ…こどもセンター
※申込書は、こどもセンター・各保育所（園）・福祉政
　策課で配布しています。
保育料
年齢別に、その世帯の税額によって決められます。
※現在入所（園）中の児童が、引き続き同一の保育所
（園）に入所（園）する場合は、家庭状況申立書を提出して
ください。また、その兄弟姉妹の入所（園）を新たに希望する
場合は、入所申込書を提出してください。

岡本 ゆうみちゃん
（11か月）

小野　峻功くん
（1歳2か月）

た　く　　

　　こどもセンターを訪れたお友だち
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