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各 種 相 談・教 室（２月）

※会場の「高梁保健センター」は新しい市役所の２階です。
◎乳児健康診査
　平成 27 年５月・10 月生まれ
２月10日（水） 13:00～13:30（受付） 高梁保健センター

　平成 27 年３月～５月・８月～ 10 月生まれ
２月24日（水） 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、育児相談、歯科相談、離乳

食相談
◎２．６歳児健康診査
　平成 25 年６月～８月生まれ
２月19日（金） 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、育児相談、栄養

相談、歯科相談、心理相談
◎３歳児健康診査
　平成 24 年７月～８月生まれ
２月17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、尿検査、目と耳

の検査（アンケート）、育児相談、栄養相談、歯科
相談、心理相談

◎育児相談 （０歳～就学前の幼児）
２月12日（金） 10:00～11:00（受付）子育て支援センター
内　容…身体計測、保健相談、栄養相談、ミニ講話など
持参品…�母子健康手帳
◎離乳食教室（乳児の保護者・要予約 ※託児あり）
２月26日（金） 13:30 ～ 15:30 高梁保健センター
内　容…�離乳食の調理実習
持参品…�エプロン、三角巾、筆記用具、母子健康手帳
◎ちびっこ広場 （おおむね１歳～就学前の幼児）
２月17日（水） 10:00 ～ 11:30 成羽健康管理センター
問�健康づくり課母子保健係�☎21-０２２８

ゆう・ゆうひろば（２月）

◆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）

◎サロン　月～金曜日（祝日を除く）　10:00 ～ 16:00

◎ゆう・ゆうタイム
２月 26日（金）　
「おひなさまを作ろう」�
（要予約）　10:00 ～ 11:30�

◎家庭相談日  ２月 18 日（木）・25 日（木）  10:00 ～ 16:00
◎育児相談日  ２月 12 日（金）  10:00 ～ 12:00
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。

問�子育て支援センター��☎22-２４５０
　�こども未来課支援係��☎21-０２８８

◎赤ちゃんタイム
２月５日（金）
　　19日（金）
　10:00 ～ 11:30

　Information - 子育て支援情報　

◎教育相談
　月～金　��9:00 ～ 17:00　��教育委員会相談室
問�学校教育課（悩み相談電話）�☎22-７８６７

名　　　称 場　　　　　　　所 定員（人） 電話番号
高梁学童保育 落合町近似 504-1 高梁小学校内 ８０ 22- ０４５４
津川学童保育 津川町今津 1077� 津川小学校内 ２０ 23- ０５７０
川面学童保育 川面町 895 川面小学校内 ２０ 26- １０１０
巨瀬学童保育 巨瀬町 4966-2 巨瀬小学校内 ２０ 25- ０８１０
中井学童保育 中井町西方 300 中井小学校内 ２０ 28- ２８１５
玉川学童保育 玉川町玉 1538-1 玉川小学校内 １０ 23- １００３
宇治学童保育 宇治町宇治 1681-2 宇治小学校内 ２０ 29- ２２５０
松原学童保育 松原町春木 683-2 松原小学校内 ２０ 26- １５８０
落合学童保育 落合町阿部 1287-2 落合児童館内 ４０ 23- １１９９
有漢学童保育 有漢町有漢 3387 有漢地域センター内 ３０ 57- ３３１５

成羽学童保育 成羽町下原 1086 成羽小学校内 ６０ 42- ４７７４

川上学童保育 川上町地頭 1365� 川上児童館内 ４０ 48- ４０２２
富家学童保育 備中町長屋 27-1 富家小学校内 ３０ 45- ３０２５

　平成 28年度の学童保育利用者を募集します。利用を希望する人は、受付期間内に申し込み手続きを行っ
てください。
◆対象児童…保護者が就労等で昼間不在となる、小学校の児童
※小学６年生までが対象児童となりますが、定員の関係で必ず利用できるとは限りません。
◆受付期間…２月 15日（月）まで　　　◆申込用紙配布場所・受付場所…こども未来課、各学童保育
◆保護者負担金…月額３６００円（８月のみ８０００円）

平成 28 年度高梁市学童保育 利用者募集

問�こども未来課教育保育係�☎21-０２６４
※高梁東学童保育は平成 28年度から高梁小学校内へ移設します。

子ども・子育て会議 委員募集
　子ども・子育て支援に関する施策について審議する
「子ども・子育て会議」の委員を募集します。
◆募集人員…２人以内を公募します。
※応募者多数の場合は選考により決定します
◆委員任期…２年間
◆応募資格…市内在住で、平日の日中に開催する年２回
程度の会議に出席でき、子育て支援に関心がある 20歳
以上の人
◆応募方法…所定の応募用紙に必要事項を記入し、こど
も未来課、各地域局へ提出してください。応募用紙は、
こども未来課、各地域局に備えてあるほか、市ホーム
ページからもダウンロードできます。
◆応募締切…１月 29日（金）

問�こども未来課�☎ 21- ０２６４

　学校法人順正学園は、15歳以下の子どもがいる生活困窮世帯に、その自立を支援するため、企業や団体、個人
から寄贈を受けた食料品を無償で提供する「順正デリシャスフードキッズクラブ（ＤＦＫクラブ）」を創設しました。
◆支援対象者（次の①～⑤をすべてを満たす人）
①市内に居住している　②０歳から中学生（15歳以下）までの子どもを養育している（別居不可）　③生活に
困窮している（子どもの日々の食料品が不足しがちな家庭）　④こども未来課、または高梁市生活あんしんサ
ポートセンター（高梁総合福祉センター内）の相談員と相談を行っている　⑤生活保護法の規定による扶助を
受けていない
◆支援内容・期間・回数…主食、副食、嗜

し
好
こう
品を段ボールに詰めて、月２回（おおむね第１・第３土曜日か

日曜日）、配送されます。支援期間は１回から６回（３カ月）の間で決定されます。
※学園の休日などで、配送日が変更になる場合があります。
◆申請方法…こども未来課、高梁市生活あんしんサポートセンターに相談の上、次の書類を提出してください。
①食料品配送申請書　②食料品支援についての確認書

問�こども未来課�☎21-０２８８／高梁市生活あんしんサポートセンター�☎ 22- ９１１１

順正 D ＦＫ（デリシャスフードキッズ）クラブ

◎吉備プレーパーク （幼児～小学生）
◆日時…２月 20日（土）　午前 10時～午後３時
◆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。
※申し込み・予約不要。来る時間・帰る時間も自由です。

問��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

◎母子相談・家庭児童相談
　月・火・木・金　��9:00 ～ 16:00　��こども未来課相談室

問�こども未来課支援係��☎21-０２８８
◎思春期（ひきこもり）相談 （要予約）
２月16日（火） 13:30 ～ 15:30（受付） 備北保健所
問�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）
２月25日（木）13:00 ～ 17:00（受付） 備北保健所

◎病態栄養相談 （要予約）
２月25日（木）10:00 ～ 11:00（受付） 備北保健所

問（予約先）�備北保健所備北保健課�☎21-２８３５


