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ママのおなかの中に新しい命が宿ったときから子育てはスタートします。
みんなで協力して、新しい家族を迎える準備をしましょう。

妊娠したら、保健センターへ

母子健康手帳の
交付

　妊娠と診断された方に「妊産婦・乳児健康診査受診票」や「母子健康手帳」
を交付します。妊娠中のママと赤ちゃんの様子だけでなく、出産後の子
どもの成長や予防接種の記録もできる大切なものです。
　妊娠届出書と運転免許証などの身元確認証に加えマイナンバーを証明
する書類をお持ちください。

妊産婦健康診査
　市が交付する妊婦健康診査受診票（第 1回～ 14回妊婦健康診査・子
宮頸がん検診）と産婦健康診査受診票（1回分）をお使いください。
　受診票は愛知県内の医療機関で使用できます。助産所、愛知県外の医療
機関で受診をされる方は、甚目寺保健センターにお問い合わせください。

マタニティ教室
（予約制）

　パパ・ママと赤ちゃんの健康を願い、マタニティ教室を開催します。
妊娠中の生活やパパの役割などを学んだり、ママの友だちづくりなどが
できます。ご夫婦で参加できます。

一般編：分娩についての話、沐浴、お父さんの妊婦体験、交流会

栄養編：妊娠中・産後の栄養の話、試食

歯科健診：歯科診察・相談、歯科医師による講話
※妊娠中期（16～27週頃）までに受診されることをお勧めします。

産前・産後ヘル
プ事業

内　容：妊産婦宅に支援者が訪問し、家事（調理・洗濯・掃除など）及
び育児の援助を行う事業です。

対象者：日中困った時に家族等から支援が受けられない①・②のいずれか
に該当する方がいる世帯
①妊娠・出産による体調不良等により家事または育児について援
助が必要な妊娠中または産後12週以内の方
②多胎児を出産した産後24週以内の方
※事前に申請が必要となりますので、甚目寺保健センターにお問い合

わせください。

産後ケア事業

内　容：産後の健康管理、乳房ケアや授乳方法の指導や育児相談等の保
健指導を指定医療機関において受けられる事業です。

対象者：家族等から十分な家事及び育児の援助を受けられない、産後2か
月未満の母親とその乳児で心身の不調または育児不安等がある方
※事前に申請が必要となりますので、甚目寺保健センターにお問い合

わせください。

【予約・問合先】
　月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）
　午前 8 時30分〜午後 5 時15分 甚目寺保健センター 443-0005
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待ちに待った赤ちゃんの誕生！おめでとうございます！
赤ちゃんと一緒に、成長していきましょう。

出産したら、市役所・各地区サービスセンターへ

出生届

　子どもが生まれてから14日以内に市役
所へ届出をします。本籍地または出生地の
市町村役場でも届出ができます。
※出生届・母子健康手帳・印鑑をお持ちくだ

さい。

◆窓口
市民課
（甚目寺庁舎）　444-3167
美和市民サービスセンター
（本庁舎）　　　444-0968
七宝市民サービスセンター
（七宝公民館）　441-7117

低体重児出生届
　赤ちゃんの出生時の体重が 2,500㌘未満
の場合、母子健康手帳交付時にお渡しした
低体重児出生届に必要事項を記載し、届出
をしてください。

◆窓口
甚目寺保健センター	 443-0005
七宝保健センター	 441-5665
美和保健センター	 443-3838

未熟児
養育医療費給付

　入院医療を必要とする未熟児（出生体重
が 2,000㌘以下など）に、必要な医療の給
付を行います。
　給付を受けるには規定があります。退院
までに手続きが必要となりますので、詳し
いことはお問い合わせください。

◆窓口
甚目寺保健センター	 443-0005
七宝保健センター	 441-5665
美和保健センター	 443-3838

児童手当

　第 1子より手当の支給対象になります。
（所得制限あり）子どもが生まれてから15
日以内に手続きを行ってください。
※請求者の保険証・印鑑・請求者名義の金融

機関の口座番号がわかるものをお持ちくだ
さい。

◆窓口
子育て支援課
（甚目寺庁舎）　444-3173
美和市民サービスセンター
（本庁舎）　　　444-0968
七宝市民サービスセンター
（七宝公民館）　441-7117

こども医療費
助成

　中学 3年生までの保険対象分の診療医療
費の自己負担分を助成します。（所得制限な
し）
※お子さんの保険証と印鑑をお持ちください。

◆窓口
保険医療課
（甚目寺庁舎）　444-3168
美和市民サービスセンター
（本庁舎）　　　444-0968
七宝市民サービスセンター
（七宝公民館）　441-7117

予防接種
　生後 2か月前に「予防接種予診票つづ
り」とご案内を送付しています。接種スケ
ジュールや内容のことでご不明な点があり
ましたら、お問い合わせください。

◆窓口
甚目寺保健センター	 443-0005
七宝保健センター	 441-5665
美和保健センター	 443-3838

児童扶養手当
愛知県遺児手当
あま市遺児手当

　ひとり親家庭等に手当を支給します。（所
得制限あり）支給を受けるにはいくつかの
要件を満たす必要がありますので、事前に
ご相談ください。

◆窓口
子育て支援課
（甚目寺庁舎）　444-3173
美和市民サービスセンター
（本庁舎）　　　444-0968
七宝市民サービスセンター
（七宝公民館）　441-7117
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１か月健診 １か月児
　出産した病院で赤ちゃんの健診を受けてください。
　市が交付する乳児健康診査受診票（第 1回）をお
使いください。

乳児健診
（個別通知） ３〜４か月児

内　　容：問診、身体測定、内科診察、集団指導、　
　　　　　個別相談
※個別通知に記載してある受付時間にお越しください。

0歳児歯科健診 ３〜11か月児 内　　容：歯科健診、個別相談
受付時間：午後 1時 30分～ 2時

離乳食教室
（予約制） ４〜６か月児

内　　容：5～6か月頃・7～8か月頃の離乳食の話、
　　　　　試食（大人のみ）
託児あり：生後 4か月以上のお子さんをお預かりし

ます。
　　　　　※託児は 2週間前までにご予約ください。
受付時間：午前 9時 45分～ 10時

もぐもぐ歯っぴぃ
教室 ８〜９か月児

内　　容：9か月頃以降の離乳食の話、むし歯予防の
話、歯のお手入れ方法、親子遊び

受付時間：午前 9時 45分～ 10時

6〜10か月健診 ６〜10か月児

　１歳の誕生日の２日前までに市が交付する乳児健康
診査受診票（第２回）をお使いください。
　受診票は愛知県内の医療機関で使用できます。助産
所、愛知県外の医療機関で受診をされる方は、各地区
保健センターにお問い合わせください。

１歳６か月児
健診

（個別通知）
１歳
６〜８か月児

内　　容：問診、身体測定、内科診察、歯科診察、
　　　　　個別相談
※個別通知に記載してある受付時間にお越しください。

２歳児歯科健診
（個別通知）

２歳
０〜２か月児

内　　容：問診、歯科診察、フッ素塗布、歯みがき指導、
個別相談

※個別通知に記載してある受付時間にお越しください。

３歳児健診
（個別通知）

３歳
１〜２か月児

内　　容：問診、身体測定、内科診察、歯科診察、
　　　　　個別相談、尿検査、視力・聴力検査
※個別通知に記載してある受付時間にお越しください。

【予約・問合先】
　月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）
　午前 8 時30分〜午後 5 時15分 甚目寺保健センター 443-0005
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児童についての
相談は各専用窓口で
相談できます。児童に関する相談は

育児もしもしキャッチ

妊娠期から子育て期にわたる各種相談やサービスをワンストップで提供します。
　子育ての悩みや、困っていることはありませんか？
　○初めての妊娠で不安だなぁ　　　　　　　　　○子育ての相談がしたい
　○少し言葉がゆっくりのような気がする　　　　○近くに頼れる人がいなくて心配
　○子どもと気軽に行ける遊び場が知りたい　　　		
　　など　お気軽にご相談ください。

妊娠・子育てつなぐサポート事業

子育てコンシェルジュ 449-5121 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前 9時～午後 5時

甚目寺保健センター 443-0005
月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
午前 8時 30分～午後 5時 15分七宝保健センター 441-5665

美和保健センター 443-3838

　育児の悩みや不安などを保健センターや保健所等が閉まった後、専門相談員が相談
に応じます。育児相談、母と子の健康に関する相談など、その時抱えている不安や悩
みをキャッチします。（相談は原則として匿名です）

【相談窓口】　　あいち小児保健医療総合センター
　　　　　　　0562-43-0555

【日　　時】　　火～土曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　　午後 5時～ 9時
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　「あいちはぐみんネット」には、いざと
いう時の子どもの救急情報や、病院の検索、
ママ・パパのご意見を取り入れた子育て目
線のあそび場検索・イベント検索ページが
あります。

愛知県の子育て支援情報

　地域の身近な相談相手として、民生委員・児童委員、児童福祉に関することを専門と
する主任児童委員に子どもや子育てに関する心配ごとや困りごとのご相談ができます。
　民生委員・児童委員には守秘義務（民生委員法第 15条）がありますので、ご相談内容、
個人情報等、秘密は厳守いたします。地域の担当委員等のお問合せにつきましては下
記までお願いいたします。

【問合先　社会福祉課（甚目寺庁舎）　444-3135】

民生委員・児童委員への相談

　児童に対する虐待を見た方や聞いた方は、次の連絡先まで通報をお願いします。
　匿名での通報も可能で、通報者や通報内容に関する秘密は守られます。

【相談窓口】　　子育て支援課（甚目寺庁舎）　　　　　　　　　　444-3173
　　　　　　　海部児童・障害者相談センター　　　　 　　　　0567-25-8118
　　　　　　　児童相談所全国共通ダイヤル（24時間対応）……　　189（いちはやく）

児童相談

児童虐待通報

　児童に関する悩み事等に、家庭児童相談員が相談に応じます。
　相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。

【相談窓口】　　子育て支援課（甚目寺庁舎）　家庭児童相談室　　444-3173
【日　　時】　　月～金曜日（祝日・年末年始を除く）　午前 9時～午後 4時
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【平日夜間・休日診療の問合先】
海部東部消防署 442-0119
救急医療情報センター 263-1133
海部地区急病診療所 … 0567-25-5210

【休日等救急診療】
海部地区急病診療所（津島市莪原町郷西 37番地）
0567-25-5210　…http://amaq.sakura.ne.jp

診療科 診療日時

内科・小児科

日曜日・祝休日
年末年始（12月 30日～翌年 1月 3日）

午前 9時～ 11時30分
午後 1時～ 4 時30分
午後 6時～ 8 時30分

土曜日 午後 6時～ 8 時30分
上記以外の月～金曜日 午後 8時30分～11時

歯　　科 日曜日・祝休日
年末年始（12月 30日～翌年 1月 3日）

午前 9時～ 11時30分
午後 2時～ 4 時30分

 

 

★かかりつけ医・かかりつけ歯科医をもち
ましょう
　すばやく対応できるように事前に病院な
どの連絡先を把握しておきましょう。
　継続して診察を受けることで、日頃の健
康状態を把握してもらうことができます。

体調が心配なとき

小児救急電話相談

けいれんが止まらない・意識がない・呼吸が苦しいなど明らかに
緊急を要する急病の場合は、迷わず 119 番に通報してください。

★外　科
　当番制によりあま市内及び近郊の医療機関で休日診療を行っています。
　※日にち及び医療機関は、あま市公式ウェブサイトまたは広報あまをご覧ください。

【くすり安心電話】
　●内　　容：くすり、医療用品等に関する緊急の相談、質問、問い合わせ
　●電話番号：090-2136-3858
　●対応時間：午後 9時～午前 0時

　休日・夜間の急な子どもの病気にどう対
処したらよいのか、病院の診察を受けた方
がよいかなど判断に迷った時に、専門の相
談員（看護師等）による電話相談ができます。
電　話：短縮番号　♯ 8000
　　　　または　962-9900
日　時：毎日　午後 7時～翌朝 8時

日本中毒情報センター（中毒110番）
　化学物質（たばこ、家庭用品など）、医薬品、
動植物の毒などによって起こる急性中毒につ
いて、実際に事故が発生している場合に限定
し情報提供をします。
（異物誤飲（小石・ビー玉等）や食中毒、慢性
の中毒などは受け付けておりません）
 大　阪 　072-727-2499（24時間対応）
 つくば 　029-852-9999（午前9時～午後9時）
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　児童の保護者の就労、保護者等の疾病など、緊急に保育が必要なときに一定期間の範囲で、
ご利用いただけます。利用方法、利用日時等は各園で異なりますので、詳細については、各
園へ直接ご確認ください。
〔私立〕
七宝こども園※ 七宝町伊福薬師 16番地 442-1221
美和こども園 金岩枝村 36番地 … 444-1131

※現在休止中のため、直接七宝こども園へお尋ねください。

〔公立〕
七宝北部保育園 	七宝町安松七丁目 8番地 441-0644
正則保育園 二ツ寺三本松 80番地 444-1529
昭和保育園 甚目寺二伴田 76番地 442-5952

　子育ての援助を受けたい方（ふれあい会員）と、子育ての援助を行いたい方（おた
すけ会員）同士で一時的な子育ての助け合いを地域の中で行う住民参加型の組織です。
　（保育園等、児童クラブ、習い事などへの送迎や、土日・祝日などの子どもの預
かりなど）

ふれあい会員：生後6か月から小学6年生までのお子さんがいるあま市内・大治町内在住か在勤の方。
おたすけ会員：市内在住の満20歳以上で、育児経験のある方、または保育士資格等を有する方。

（有償ボランティア）
利用方法：センターが主催する「会員登録説明会」にご参加の上、会員登録をしてください。
説明会の日程は、広報あま、ウェブサイトにてお知らせ。日程が合わない方は、お電話いただけれ
ば個別対応いたします。すぐにご利用がない方も、いざという時のために、まずはご登録を！
おたすけ会員の募集もしています。詳しくはお問い合わせください。
あまっ子はるっ子　ふぁみさぽセンター 甚目寺庁舎子育て支援課内 462-0150

　保護者の就労等のために家庭で保育等できない児童（生後 6か
月～小学 6年生）で病気または病気の回復期にあり、集団での保
育等が困難な児童を一時的にお預かりします。
利用可能日時：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
　　　　　　　午前 8時 30分～午後 5時

※詳しいご利用方法等はあま市公式ウェブサイトをご覧いただくか各保育室へお問い合わせください。
あま市民病院内 病児・病後児保育室 甚目寺畦田１番地 080-2662-3898
ふたば病児保育室 丹波深田 48番地 449-1373

※必ず利用する保育室に併設する医療機関（あま市民病院またはもちづき内科＆はるかこどもクリニック）
での受診が必要です。また、診察結果によっては利用できない場合があります。

 

 

「用事ができた」「リフレッシュしたい」「子どもを預けたいけど、近くに頼れる人がいない」
そんな時に利用できます。

困ったときにお子さんを預けるには
一時預かり

病児・病後児保育

ファミリー・サポート・センター

もちづき内科＆
はるかこどもクリニック

あま市
公式ウェブサイト



海部児童・障害者相談センター 0567-25-8118 発達について児童心理司が
相談に応じます。
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　各地区保健センターでは、子育ての相談（食事、言葉、遊び、しつけなど）ができます。
お子さんの発育発達相談の他、各種医療機関への案内もしています。

甚目寺保健センター 443-0005
七宝保健センター 441-5665
美和保健センター 443-3838

　発達に合わせた集団療育や親子遊びなどの経験を通じ、基本的な生活習慣や社会性を身
につける施設です。

にこにこ園 七宝町安松七丁目 8番地（七宝北部保育園内） 441-6115
きらきら園 篠田三丁目 51番地（篠田防災コミュニティセンター内） 449-5080
ほのぼの園 甚目寺二伴田 76番地（昭和保育園内） ………………………… 444-7620

【窓口：子育て支援課（甚目寺庁舎）
　444-3173】

 

 

発達がゆっくりなお子さんや、からだが不自由なお子さんの力を最大限に伸ばす
ためのさまざまなサービスが準備されています。お気軽にご相談ください。

病気やからだの不自由なお子さんのための支援
身近な相談窓口

親子通園療育施設

専門の相談機関

　お子さんの障がいの内容に応じて、障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳（知的障がい）・
精神障害者保健福祉手帳）の交付が受けられます。
　手帳を取得された方は申請により、手帳の内容や等級に応じて、様々な福祉サービスのほか、
福祉手当、医療費の助成、交通料金の割引等のサービスや支援が受けられます。
　手帳がなくても、医師の診断書等で手当等の申請ができる場合もありますので、詳しくは、
あま市公式ウェブサイトをご覧いただくか担当課へご相談ください。

【窓口：社会福祉課（甚目寺庁舎）444-3135】
障がいのあるお子さんのために
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友だちつくって楽しい子育て
　親子で自由な時間に気楽に来ていただき
交流を深めながら遊ぶ場です。さまざまな
育児の相談にも応じていますので、どんな
事でもお気軽にご相談ください。電話相談
も可能です。
　また、いろいろな子育て情報を提供します。

七宝子育て支援センター
（七宝高齢者生きがい活動センター内２階）
住　　所：七宝町桂弥勒 28番地
電　　話：442-2420
利 用 日：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
利用時間：午前 9時 30分～正午
　　　　　午後１時～ 3時 30分
電話相談：午前 9時 30分～午後 4時

美和子育て支援センター
（美和保健センター内 2階）
住　　所：花正中之割 2番地
電　　話：444-7778
利 用 日：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
利用時間：午前 9時 30分～正午
　　　　　午後１時～ 3時 30分
電話相談：午前 9時 30分～午後 4時

甚目寺子育て支援センター
（昭和保育園内 1階）
住　　所：甚目寺二伴田 76番地
電　　話：444-6663	
利 用 日：月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
利用時間：午前 9時～正午
　　　　　午後 1時～ 3時
電話相談：午前 9時 30分～午後 4時

美和つどいの広場
（美和児童館内 2階）
住　　所：木田五反田 124番地１
電　　話：442-3515
利 用 日：火～金曜日（祝日・年末年始を除く）
利用時間：午前 9時 30分～正午
　　　　　午後１時～ 3時 30分
電話相談：午前 9時～午後 4時

※年末年始：12月 29日～翌年 1月 3日

親子ふれあい遊びを中心とした活動を通して子育ての
楽しさ、喜びを共感しあい仲間づくりを支援します。
対象：市内在住の満１歳以上
　　　（未就園児）の親子
開催日等の詳細については、子育て支援
センターに確認ください。

TO3クラブ（出張子育て支援）
※ 1年間の登録制

子育て支援センター
つどいの広場

わらべうたあそび・風船あそび・
リトミックあそび・赤ちゃんと
あそぼう・人形劇など…いろい
ろな各種の事業を行っています。
詳細は、各施設へお問い合わせ
ください。
（広報あま・子育てカレンダー・
あま市公式ウェブサイトにも掲
載しています）
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　うちの子って親にべったりで、友だちと遊べるようになれるのかな？
　小さいお子さんをおもちの方なら自分の子育てに不安になったり、迷っ
たりはよくあることです。
　でも、そんな時は一人で考え込まないで誰かに話をしてみましょう。
　「みんな同じようなことで悩んでいるんだ」、「私だけじゃなかった」
とほっとできるものです。
　さあ、一緒に遊びや話ができる友だちを見つけに出かけましょう。

みんなで
遊べる施設

　児童館まつりや季節の行事などを行っています。
開 館 日：月～土曜日
　　　　　（祝日・年末年始（12月29日～翌年 1月 3日）を除く）
利用時間：午前 9時～午後 5時

【乳幼児向けの行事】
毎　　月：ちびっこあつまれ・コアラ教室
　　　　　（親子で製作やリズム遊びなど）

事業の詳細情報は…
　下記より、確認できます。
　　・広報あま
　　・あま市公式ウェブサイト
　　・子育てカレンダー
　　　　配布場所：子育て支援センター
　　　　　　　　つどいの広場・保健センター
　　　　　　　　各庁舎・図書館・公民館等
　　・あま・わくわく子育てメールマガジン
　　　　　※登録をするとメール配信されます。

七宝児童館 七宝町安松壱本木 2416番地 2 442-2550
美和児童館 木田五反田 124番地１ 443-5454
甚目寺中央児童館 西今宿馬洗 46番地 442-8036
甚目寺南児童館 本郷柿ノ木 92番地 443-1753
甚目寺北児童館 森二丁目 6番地 2 445-1367
甚目寺西児童館 新居屋東高田 58番地 442-0083

児童館

予約が必要なものもあります。
行事などについては、事前に
あま市公式ウェブサイトや電話
などにより確認してください。

友だちつくって楽しい子育て
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　子育て中の親子が気軽に集える場です。１人で来ても大丈夫！先輩ママや子育てネッ
トワーカーさんがお待ちしていますので遊びに来ませんか？お弁当やおやつを持ち込
んでも大丈夫です。

場　所 日　時

七宝公民館　和室
（444-2511）

第 2・4金曜日（8月・12月を除く）
午前 10時～午後 0時 30分

………… 甚目寺公民館　談話室
（444-1621）

第 3水・木・金曜日（8月・12月を除く）
午前 11時～午後 2時

　図書館・読書室・図書室では、親子で楽しめる絵本やくつろぎながら読書ができ
るスペースをご用意しています。

施設名 開館（室）時間 休館（室）日 貸出点数・期間

美和図書館
住所：花正地先 1番地 1
電話：449-1070

午前 9時～午後 6時
　（4月～ 8月）
午前 9時～午後 5時
　（9月～ 3月）	

・毎週月曜日
　（月曜日が祝日の場合は開館）
・年末年始
　（12月29日～翌年1月3日）
・館内整理日
（第 4金曜日：ただし 2・8・
12月及び祝日を除く）

・特別整理期間

・1人 6冊以内
・15日以内
※ただし、視聴
覚資料は館内
視聴のみ

七宝公民館
読書室

住所：七宝町安松小新田
　　　2337番地
電話：444-2511	

午前 9時～午後 5時
※ただし貸出受付は、
・毎週金曜日
　午前 9時～午後 5時
・第 3日曜日
　午後 1時～ 5時

・毎週月曜日
・年末年始
　（12月29日～翌年1月3日）
	

・1人 5冊以内
・15日以内

甚目寺公民館
図書室

住所：甚目寺二伴田
　　　65番地
電話：444-1621

午前 9時～午後 5時	

・毎週月曜日
・年末年始
　（12月29日～翌年1月3日）
	

・1人 3冊以内
・15日以内

※新規に図書の貸出を受けようとする方は、各施設で貸出登録の手続きが必要となりますので、身分証明書
（運転免許証等（お子さんの場合は保険証等））をご持参ください。
　詳しい内容については各施設の窓口、または電話にてお問い合わせください。

 

 

※公民館・図書館では親子で楽しめる事業を行っています。

親子に知ってほしい公民館・図書館のこと
子育てサロン

図書利用案内
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　図書館・七宝・甚目寺公民館では、親子で楽しめる読み聞かせを実施しています。
親子でゆったりとした時間を過ごしにお出かけしませんか。
※日程等変更となる場合があります。詳細は各施設にお尋ねください。

日　時 対　象
読み聞かせ
のお部屋

内　容

美
和
図
書
館

もこもこの
おはなし会

第１～４火曜日
午前 10時 30分～
（祝日と重なる日は休み）

乳児・幼児
おはなし
コーナー

絵本とわらべうたを
親子で楽しみます。

グー・チョキ・パー
のおはなし会

第 2	土曜日
午後 2	時～

幼児・児童
おはなし
コーナー

楽しいおはなしや紙芝
居・工作など

お楽しみ
おはなし会

第 3	土曜日
午後 2	時～

幼児・児童
おはなし
コーナー

楽しいおはなしや紙芝
居・手遊びなど

おはなしをきく会
不定期・広報あまで
ご確認ください。
（年 2回）

年長以上
おはなし
コーナー

ストーリー
テーリング（語り）

七
宝
公
民
館

もこもこの
おはなし会

第 4	金曜日
午前 10	時 30	分～
（8・12	月は休み）

乳児・幼児
1	階　和室

（子育てサロン内）
絵本とわらべうたを
親子で楽しみます。

甚
目
寺
公
民
館

もこもこの
おはなし会

第１・３金曜日
午前 10時 30分～

乳児・幼児 2	階　教養室
絵本とわらべうたを
親子で楽しみます。

この本だいすきの
会のよみきかせ

第 2	を除く土曜日
午後 2	時～

幼児・児童
3	階　図書室
えほんのへや

絵本のよみきかせをし
ます。

おどうぐばこの
かみしばい

第 2	土曜日
午後 2	時～

幼児・児童
3	階　図書室
えほんのへや

３冊のおはなしを読み
聞かせます。

　ブックスタートとは、絵本を通して、赤ちゃんとその保護者に心触れ合うひと時を
持ってもらおうと、赤ちゃんに絵本の読み聞かせをし、絵本をプレゼントする活動の
ことを総称した言葉です。
　各地区保健センターで行われる	乳児健診（３〜４か月児）時に、絵本の読み聞か
せを行い、絵本の入ったブックスタートパックを手渡しています。

読み聞かせ

ブックスタート 【窓口：生涯学習課（美和公民館） 442-2261】



　【私立】
七宝こども園 七宝町伊福薬師 16番地 442-1221
ひかりこどもえん 新居屋辻畑 22番地 449-6888
美和こども園 金岩枝村 36番地 444-1131

　認定こども園（保育園部分）及び保育園入園手続きについては、子育て支援課（444-3173）にご
相談ください。
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　【公立】
七宝北部保育園 	七宝町安松七丁目 8番地 441-0644
正則保育園 二ツ寺三本松 80番地 444-1529
篠田保育園 篠田三丁目 52番地 443-0656
昭和保育園 甚目寺二伴田 76番地 444-5199
………………………………………聖徳保育園 甚目寺東大門 43番地 444-7731
萱津保育園 中萱津南宿 208番地 442-1884
新居屋保育園 新居屋東高田 50番地 442-1883
五条保育園 西今宿六反地四 12番地 441-5995
大花保育園… 上萱津銭神 65番地 1 443-0811

　保護者の就労や出産前後、病気などのために、家庭内で保育することが
できない乳幼児を、保護者に代わって保育することを目的とした児童福祉
施設です。

　【私立】
青山幼稚園 七宝町沖之島五反田 28番地１ 442-3488
木田幼稚園 木田宮東 10番地 442-0180
七宝幼稚園 七宝町安松八丁目 92番地 444-4744
甚目寺幼稚園 西今宿山伏一 16番地 …………………………………………………… 444-0572
中川幼稚園 七宝町伊福隅田 56番地 442-0170
明和幼稚園 中橋宮前 18番地 442-0301

　満 3歳から小学校入学前の児童が通う教育施設です。

 

 

幼稚園・認定こども園・保育園
幼稚園

保育園

認定こども園

※いろいろな取り組みをしています。詳細は、各園にご確認ください。

　幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持った施設です。
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