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一緒に、できることから。
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11月
2018 子育てふれあいひろば

 by 曽於市子育て支援センター　☎ 0986-76-6565

【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
●上町にこにこ公園
●財部交流館

キッズルーム開放
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

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３

４ ５ ６
子育てひろば
遊べる
おもちゃ

７
子育てひろば
遊べる
おもちゃ

８
親子ふれあい遊び
公園へ行こう

９ 10

11 12 13
子育てひろば
体を動かして
遊ぼう

14
子育てひろば
体を動かして
遊ぼう

15
育児講座
救急のはなし

16 17

18 19
０歳児デー

20
子育てひろば
クリスマス
の飾り

21
子育てひろば
クリスマス
の飾り

22
親子ふれあい遊び
クリスマスの飾り・
英語・誕生会

23 24

25 26 27
子育てひろば
自由遊び

28
子育てひろば
身体測定

29
育児講座
パクパクッキング

30

  

  
※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。

育児講座「パクパクッキング」
11/29（木）生きいき健康センター
講師：市役所栄養士の田中友莉恵さん
時間：午前９時 30分～午前 11時 30分
対象：離乳食完了児の親子（１歳６カ月～）
予約受付：11月 19日～ 26日
準備物：エプロン、三角巾

育児講座「救急法」
11/15（木）生きいき健康センター
講師：大隅曽於地区消防組合		救急救命士
「子どもをとりまく事故防止について・いざという時のため
の対処法など」子育て中の方々に身近な事例などの紹介や
すぐに役立つお話が聞けます。

「０歳児デー」
11/19（月）生きいき健康センター
時間：午前 10時～午前 11時 30分
対象：１歳未満の親子（曽於市在住）
みんなで楽しくおしゃべりしながら過ごしましょう。

「身体測定・健康相談」
11/28（水）財部保健福祉センター
どれだけ大きくなったか身長、体重測定を行います。保健
師による健康相談もあります。母子手帳をご持参ください。

育児講座「フラワーアレンジメント」
12/ ６（木）生きいき健康センター
講師：片平幸美さん
予約受付：11月 26日～ 30日　限定 10組
材料費：800円

子育て支援
センターをご利用ください

子育て支援センターは、誰でも気軽に利用でき、利用者の皆さんの気持ちに寄り添い「来て
よかった、また来たい」と思えるような “ こころを癒せる ” 支援センターづくりを目指して
います。
親子で一緒に遊べる場所や他の親子とのふれ合い、情報交換の場をお探しの方は、当センター
を月～金曜日の午前 10 時～午後３時まで開放していますのでお気軽にご利用ください。
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Notice
2018.11 保育園・幼稚園・認定こども園の入所希望者の募集

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

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 12 月３日（月）～ 12 月 14 日（金）
▶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 11 月から配布しています。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。 幼稚園等の申請書一式
は各施設へお求めください。 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

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

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

きらり園
（保育 40 ／教育 10）財部町南俣5229番地3 0986-75-1211

認定子ども園かさぎ
（保育 50 ／教育 10） 大隅町中之内4674番地2 099-482-2661

大隅北保育園
（保育 50 ／教育 10）

※Ｈ 31 年４月から移行予定
大隅町坂元481番地31 099-483-1469

正心保育園
（保育 30 ／教育 15）

※Ｈ 31 年４月から移行予定
大隅町月野3659番地1 099-482-3302

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・定員は平成 30 年 10 月 1 日現在。
※幼稚園の新年度入園については、11 月 1 日から申込受付です。2 歳 8 ヵ月からの入園を受付ています。
※認定こども園は平成 31 年度移行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。

利用者負担額について
《保育園、認定こども園、子ども・子育て支援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。

《子ども・子育て支援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。




