美浜町の子育て関係機関

悩んだら気軽に相談
◎保健師による子育て相談・・・予約制

お気軽にお問い合わせください。

★健康・子育て課（保健センター）
・子育て支援係

８２-１１１１

<FAX> ８２-１３２１

児童手当・保育所の入所・児童虐待に関することなど。

・保健推進係

８２-１１１１

<FAX> ８２-１３２１

母子手帳交付・子どもの健診・母子の健康に関することなど楽しく
安心して子育てができるよう相談をお受けします。

令和３年度

子育てガイド

み・ら・い ・む

★子育て世代包括支援センター mirai’M（ 未 来 夢）
８２-１１１１（保健センター内）
８２-１３０５ <FAX> ８２-１３０５

★河和児童館
います。

★保育所
乳児・延長の保育事業、遊びの会など、子育てのお手伝いをします。

なお、変更等は携帯アプリ
「母子モ」でお知らせします
ので登録をお願いします♥

保育所

電話

FAX

布土保育所

８２-０４６３

８２-０４６３

河和保育所

８２-１３０４

８２-１３０４

野間保育所

８７-０１２４

８７-０１２４

奥田保育所

８７-００４１

８７-００４１

上野間保育所

８８-５１４２

８８-５１４２

★生涯学習課（総合公園体育館内）
８２-５２００ <FAX> ８２-５２０１
子育てサークル、子育て支援団体のお手伝いをします。

８２-６８００ <FAX> ８２-６８０１

★図書館

幼児向け絵本、育児に関する本、DVD など置いてあります。

★社会福祉協議会

８３-２０６６

おもちゃ図書館、おもちゃ病院を主催しています。

★子育て支援センター ８２-５８８１ <FAX> ８２-５８８１
野間分室 ８２-５８８１ （問い合わせ先）

〃

親同士、子ども同士の出会いの場としてご利用ください。

発行：美浜町子育て支援センター
美浜町大字布土字南亀井９５-１

★みはまファミリー・サポート・センター （子育て支援センター内）
８２-５８８１ <FAX> ８２-５８８１
子育ての手助けをしてほしい人と、子育てのお手伝いをしてくださる人が

Ｔel

８２-５８８１

登録して会員となり、お互いに助け合いながら活動する事業です。

Fax

８２-５８８１

野間分室でも登録できます。

〈公式ホームページ〉
http://www.town.aichi-mihama.lg.jp
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◎心理士による発達相談・・・予約制 保健センター
お子さんの発達、しつけ等の相談をお受けします。
①日時：保健師による子育て相談と同日
②日時：奇数月の下記日程
5 月

7月

9月

11月

1月

3月

1７
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19
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22
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1５
(月)

1７
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23
(水)

妊娠期から子育て期(18 歳まで)の様々な相談に対応します。
子どもが気軽に遊べる場所づくりをめざして、魅力ある行事を計画して

只今、各施設ではコロナ対策のため利用制限
などしておりますので、ご利用の際は各施設
へお問い合わせください。

保健センター☎82-1111

【内容】身体計測・気になること相談
【場所】保健センター 【時間】９：３０～１１：００

その他の子育て関係機関
☆半田保健所

２１-３３４１

☆知多大和幼稚園

８２-３９６７

子育て応援ホットライン（乳幼児子育て相談専用電話）☎８２－１３２８
【時間】
【内容】

8:30～17:15
子育て・しつけ等の相談

保健師が対応します。

◎所長・所長代理が受け付けます・・・・・・町内保育所
お子さんの発達、しつけ等の相談をお受けします。
◎こんにちは!!赤ちゃん訪問・・・予約制 保健センター
赤ちゃんの発育・母乳などの相談と予防接種の説明を保健師・助産師がします。
生後２か月頃に訪問します。
【日時】月～金曜日まで随時
◎子育て相談・・・子育て支援センター
親子交流スペースでお子さんを遊ばせながら、または別室で個別
に相談をお受けします。電話での相談もお受けします。
【日時】月～金曜日 9：00～16：00
◎栄養士による栄養相談・・・予約制 保健センター
妊娠中・離乳食など栄養に関する相談。
【日時】毎月第３火曜日 13：30～15：00
【場所】保健センター

子育てサークルに関すること

生涯学習課(総合公園体育館内)

子育てサークルの立ち上げ、活動について相談に応じます。(人材紹介、場所紹介など)

町外機関での相談
◎時間外電話相談「育児もしもしキャッチ」 ０５６２-４３-０５５５
火～土曜日 17:00～21:00 あいち小児保健医療総合センター(外来休診日を除く)

◎（公財）日本中毒情報センター 中毒１１０番
大阪 ０７２-７２７-２４９９（３６５日２４時間対応）
・誤飲事故の相談 ・情報提供無料
◎知多児童障害者相談センター
２２-３９３９ 月～金曜日 8:45～17:30（土.日祝日除く）
養育上の悩みや虐待・非行・発達の相談
◎児童相談所全国共通３桁ダイヤル １８９（いちはやく）
虐待かもと思ったら、子育てに悩む人がいたら、出産・子育てに悩んだら
気軽に電話してください（２４時間 ３６５日対応）
◎ＣＡＰＮＡ（子どもの虐待防止ﾈｯﾄﾜｰｸ）ホットライン
０５２-２３２-０６２４ 月～土曜日 11:00～14:00（祝日を除く）
育児がつらい。いらいらや怒りを子どもに向けてしまいそうなとき、
またそんな人が周りにいるとき、気軽に電話してください。
◎愛知県女性相談センター
０５２-９６２-２５２７（相談専用）
夫からの暴力など、お母さん自身の悩みを受け付けます。
月～金曜日 9:00～21:00 土.日 9:00～16:00（祝日.年末年始除く）
◎ＤＶ相談ナビ ♯８００８（はれれば）
配偶者等からの暴力について、最寄りの相談機関を案内します。

子育てについて学習しましょう
◎パパママ教室・・・・・・・予約制

親子で楽しみながら子育てをしましょう

保健センター ☎82-1111

◎親子ふれあいひろば・・・ 要予約（１２組）（申込多数の場合抽選）

お父さんになる方とご一緒にどうぞ！ 妊婦さんだけでもかまいません
沐浴などの体験を通して、心構えを・・・
【時間】９:１５～１１:４０
５月

８月

１６（日） ２９（日）

１１月

２月

２８(日）

２７(日)

◎６・７か月児 わいわい育児広場・・・予約制

保健センター

離乳食・事故防止編（予約制 定員２０名）
開催日

対象者

時間・内容

４月 2７日（火） Ｒ２年 ９・１０月生
６月２９日（火） Ｒ２年１１・１２月生
８月３１日（火） Ｒ３年 １・２月生
１０月２６日（火） Ｒ３年 ３・４月生
１２月２１日（火） Ｒ３年 ５・６月生

◎親子遊びの会・園庭開放・・・・・・自由参加 町内保育所
普段は一般開放しない園庭で子どもさんを遊ばせたり、保育士により親子
遊びの紹介を行ったりします。子育て相談もできます。
【時間】１０:００～１１:３０
【場所】河和、奥田、上野間保育所（布土・野間保育所は親子遊びの会を除く）

10:00～11:30
★離乳食の話と試食
★消防士による事故の予防
（スタッフ）
・管理栄養士
・消防士

５月

◎すくすく計測・・・予約制 子育て支援センター ☎82-5881
【内容】身体計測・お友達づくり
【時間】１０:００～１１:００（受付時間 10:00～10:45、受付時間を守りましょう）
【場所】子育て支援センター（布土）
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要予約・定員あり
子どもとの関わり方について学習する講座です。同じ部屋で託児もあります。
【対象】未就園児を育児している方
【時間】開始１０:0０～１１:30
【場所】子育て支援センター・水野屋敷記念館

１１月1６日
（火）

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

講 師

第２・第４
木曜日 10:30～
第１・第３・第５ 木曜日 10:30～

場 所

◎ブックスタート「初めまして絵本」 図書館
協力：初めまして絵本ボランティア
赤ちゃんと保護者に絵本を聞く楽しい体験と絵本をお渡しします。
【対象】４か月・１歳６か月のお子さんとその保護者
【日時】４か月・１歳６か月の健診時
（絵本のお渡しは、4 か月はその場で、1 歳６か月は図書館にて随時）
【場所】保健センター・図書館
◎美浜町おもちゃ図書館うみは・
・
・自由参加 社会福祉協議会 ☎83-2066
協力：おもちゃキャラバンボランティア「うみは」
おもちゃがたくさんあり、誰でも自由にあそべます。
気に入ったおもちゃの貸出し（無料）
１家族３個、貸出し期間１か月（返却は、１階事務室設置の返却ＢＯＸも可）
【対象】赤ちゃんからお年寄りまで どなたでも
【日時】第２月曜日 10:00～14:00（但し休日は第３月曜日へ）
【場所】美浜町福祉センター ２階 大会議室
◎トイクリニックみはま（おもちゃ病院）・・・自由参加 社会福祉協議会
協力：トイクリニックみはま

親子で遊ぼう！
ふれあい遊び

志村 貴子さん

音楽遊び
保健師のお話し

溝渕 登紀子さん
保健センター保健師

子育て支援センター

こわれたおもちゃを可能な限り修理しています。
美浜町おもちゃ図書館「うみは」に併設。

水野屋敷記念館

◎子育て支援センター（なかよし広場）・・・予約制 ☎82-5881
親子で楽しく安心して遊べる場所です。
お子さんを遊ばせながら、お母さん同士の交流を深めませんか。
保育士も待っています。
【対象】０才～未就園のお子さんとその保護者
【日時】月～金曜日 ９:００～１６:００
【場所】子育て支援センター（布土保育所２階）
◎子育て支援センター（のま広場）・・・予約制 ☎82-5881
子育て仲間とおしゃべりしましょう。保育士も待っています。
【対象】０才～未就園のお子さんとその保護者
【日時】火曜日・木曜日 ９：００～１２：００
※開所日と時間が変更になりました‼
※ただし、都合によりお休みになることがあります。
【場所】子育て支援センター野間分室（野間保育所１階）

乳児からのおはなし会

幼児・小学生のおはなし会
海の子文庫
第４ 土曜日 11:00～
ぶっくふれんず
第２ 土曜日 11:00～

◎家庭教育講座・・・生涯学習課（総合公園体育館内） ☎82-5200

９月２２日
（水）

７月

☎82-1305
絵本・手遊び・工作など親子でふれあえるあそびを行います。
【対象】３歳児就園前のお子さんとその保護者
【日時】水曜日 １０:００～１１:３０（休館日は除く）
【場所】河和児童館
※ その他の曜日も開放しています。

◎おはなし会・・・・・・・・・・・・自由参加 図書館 ☎82-6800
空とぶじゅうたん
ぶっくふれんず

●布土子育て支援センター
※測定日が（月）（火）になりました‼お間違えのないように。
のま広場では測定を行いませんので、布土子育て支援センターまで
お越しください。
☆火曜日は保健師が、奇数月の火曜日には栄養士も来所しますので、
お子さんの発達等の相談をお受けします。

内 容

６月

１0（月） 14（月） １2（月） １6（月） 13（月） 11（月） 8（月） １3（月） １1（火） 14（月）
１7（月） 21 (月） 19（月）
１7（月） 21（月）

２月２２日（火） Ｒ３年 ７・８月生

月 日

主催：生涯学習課（総合公園体育館内）
企画運営協力：子育てネットワーカー「ほっと・ミルク」
親子あそびをしながら仲間づくりをします。今しかできない育児を友達と
一緒に楽しみましょう。
【対象】未就園児のお子さんとその保護者 ７回
【日時】開始１０:００～１１:３０
５/２５(火)、６/１５(火)、 ７/１０(土)、９/１４(火)、
１０/１９(火)、１１/９(火)、１２/１４(火)
【場所】生涯学習センター、水野屋敷記念館、総合公園体育館、保健センター、
野間公民館

◎河和児童館（こあら教室）・・・自由参加（予約の場合もあり）

子育て支援団体
〈問い合わせ〉生涯学習課（総合公園体育館内）☎82-5200
◎子育て支援 ほっと・ミルク
「おしゃべり広場」・・・自由参加・入退室自由・無料
子育て中の親子が気軽に立ち寄って、楽しく遊べる広場です。
「笑顔で子育て」の願いを込めて、子育てネットワーカーが中心となり、
平成１５年から開催しています。子育て世代のニーズも取りいれています。
【対象】０才～どなたでも
【日時】第４月曜日 １０:００～１１:３０（１２月はお休み）
【場所】野間公民館２階 集会室
【内容】遊べるおもちゃ作り、音楽遊び、読み聞かせ、英語、折り紙など
（工作中はお子さんをスタッフが見ています）

ボランティア〈問い合わせ〉社会福祉協議会

☎83-2066

◎みつまめ・・・作業ボランティアをしながら、子どもの障がいや病気に対
する不安や悩みを話し合ったり、情報交換をしたりしています。
【対象】心身に発達の遅れがみられる子どもとお母さん
【日時】毎月第２月曜日 10:00～12：00
【場所】セルプ・アゼーリア

