
子育てについて
chi ld care

一緒に、
できることから。

【時間】
子育てひろば	 午前 10時～ 11時 30分
親子ふれあい遊び	 午前 10時～ 11時 30分
育児講座	 午前 10時～ 11時 30分

【場所】
●生きいき健康センター
●大隅弥五郎伝説の里
●財部保健福祉センター
●財部交流館
●岩川地区農業構造改善センター

園庭開放
月曜日～金曜日　	午前10時～午後 3	時
育児相談　
月曜日～金曜日　	午前 9 時～午後 4時

  ※各育児講座を詳しく知りたい方は「子育て支援センター」までお問い合わせください。

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 ５
子育てひろば
ｸﾘｽﾏｽの飾りを作
ろう・わらべうた

６
子育てひろば
ｸﾘｽﾏｽの飾り
を作ろう

７
親子ふれあい遊び
ｸﾘｽﾏｽの飾り
を作ろう

8 9

10 11 12
子育てひろば
お正月飾り
を作ろう

13
子育てひろば
お正月飾り
を作ろう

14
親子ふれあい遊び
お正月飾りを作
ろう・お誕生会

15 16

17 18 19
子育てひろば
クリスマス会

20
子育てひろば
クリスマス会

21
子育てひろば
クリスマス会

22 23

24/31 25 26 27 28
午後休館

29
休館

30

子育てふれあいひろば12 月
2 0 1 7 by 曽於市子育て支援センター　☎ 0986-76-6565

森の学校マ
ルシェ in たからべ森の学校

2017 年 12 月 10 日（日）10 時～ 16 時

旧財部北中学校でマルシェを開催。美味しいものや可愛い雑貨が大集合。

親子体験
イベント

同
時 開

催

親子で楽しむわらべうた遊びと絵本
動いたり、手遊びしたり。わらべうた遊びと、絵本を一緒に楽しみませんか？
【時間】	午前：10 時 30 分〜 11 時 30 分	　午後：２時〜３時	
【対象】幼児〜小学校低学年の子どもと保護者　15 組程度
【参加料】無料　※事前予約が必要
【応募方法】インターネットで「曽於ライフ」で検索
	 　　	URL：http://soolifesogood.jp/

お問合せは…  たからべ森の学校（旧財部北中学校）　☎ 0986-28-6120
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保育園 ・幼稚園 ・認定こども園の入所希望者の募集2017．12
by 本庁 介護福祉課 ☎ 0986-76-8807　大隅 保健福祉課 ☎ 099-482-5925　財部 福祉事務所 0986-72-0936

N o t i c e

保育園および認定こども園（保育所機能部分）入所申込みおよび現況届について
　受付期間：平成 30 年１月 9 日（火）～１月 16 日（火）
　受付場所：市役所 各支所 福祉担当窓口

申請書一式は各支所 福祉担当窓口で 12 月より配布しています。現在、保育認定を受けて施設を利用し
ている在園児については、利用施設から現況届が配付されます。
保育の必要性や緊急性、家庭の状況など必要に応じて調査し、その必要性の高い子どもから施設の定員
に応じて入所を決定します。施設の定員等の利用調整の結果で、第一希望施設に入所できないことがあ
ります。

幼稚園および認定こども園（幼稚園機能部分）入所申込みおよび現況届について
現在、 各園で園児の募集を行っていますので施設へ直接お申し込みください。 子ども・子育て支援新制
度移行幼稚園等の申請書一式は各支所福祉担当窓口でも配布しています。 現在、 教育認定を受けて施設
を利用している在園児については、 利用施設から現況届が配付されます。

《認定こども園とは》幼稚園と保育所の機能や特長を合わせ持ち、地域の子育て支援も行う施設です。

 保育園一覧
※市役所へお申し込みください。

施設名 ( 定員 ) 所在地 電話番号

樹心保育園  (110)
末吉町二之方

2125 番地 0986-76-4757

輪光保育園  (45)
末吉町岩﨑
2122 番地 2 099-482-0447

ひこばえ保育園 (90)
末吉町諏訪方

8567 番地 0986-76-4743

高之峯保育園  (30)
末吉町深川
3669 番地 1 0986-76-0426

白鳥保育園  (70)
末吉町二之方

6104 番地 0986-76-3272

岩川保育園  (70)
大隅町岩川
5565 番地 099-471-2218

大隅北保育園  (45)
大隅町坂元
481 番地 31 099-483-1469

正心保育園  (30)
大隅町月野
3659 番地 1 099-482-3302

太陽の子保育園  (80)
大隅町月野
2243 番地 1 099-482-2927

 認定こども園一覧
※保育 ( 保育所機能部分 ) は市役所へ
　教育 ( 幼稚園機能部分 ) は施設へ直接お申し込みください。

施設名 ( 定員 ) 所在地 電話番号
しゃらこども園

（保育100 ／教育 105） 財部町北俣 14 番地 0986-72-0222

きらり園
（保育 30 ／教育 10）財部町南俣 5229 番地 3 0986-75-1211

大隅中央幼稚園
（保育 20 ／教育 35） 大隅町段中町 59 099-482-0384

覚照こども園
（保育 80 ／教育 15） 大隅町岩川 6591 番地 099-482-1672

かさぎ保育園
（保育 50 ／教育 10）

※予定
大隅町中之内 4674 番地 2 099-482-2661

幼稚園一覧　※施設へ直接お申し込みください。
施設名 ( 定員 ) 所在地 電話番号

末吉中央幼稚園 (120) 末吉町上町 4 丁目
13 番地 5 0986-76-4446

※施設名・定員は全て平成 29 年 10 月 1 日現在。
※認定こども園は平成 30 年度以降予定の園も含んでおり、移行しない場合や名称が変更になる場合があります。
※かさぎ保育園は平成 30 年 4 月から認定こども園に移行予定です。

利用者負担額について
《保育園・認定こども園・新制度移行幼稚園等》
前年度および当年度の課税状況や家庭の状況に応じて、利用者負担額を決定します。曽於市では、保護
者の経済的負担の軽減を図るため、全ての保育料階層で軽減を行っています。

《新制度の仕組みに移行しない幼稚園》
各園が定めた額が利用者負担額になります。曽於市では、保護者の経済的負担の軽減を図るため、園児
の家庭の課税状況に応じて援助する私立幼稚園就園奨励費補助金事業を行っています。
詳細は各幼稚園または福祉事務所児童福祉係にお問い合わせください。
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