
12月
 5 日（金） 　　市報 12 月号発行日
 6 日（土）
 7 日（日）
 8 日（月）
 9 日（火）

10 日（水） つ　レインボーおはなし会
　　（10:30 ～ 11:00）

11 日（木）
12 日（金） 総　健康相談（8:45 ～ 11:00）
13 日（土） 図　子ども映画会
14 日（日）
15 日（月） つ　つどいの広場　15:00 まで
16 日（火）
17 日（水） つ　赤ちゃん教室（10:00 ～ 11:30）
18 日（木）
19 日（金）
20 日（土） 図　おりがみ教室
21 日（日）
22 日（月）
23 日（火） つ　つどいの広場休館

24 日（水） つ　クリスマス会
　　（10:30 ～ 11:00）

25 日（木）
26 日（金）

27 日（土） 図　おはなし会
つ　つどいの広場休館（12/27 ～ 1/4）

28 日（日）
29 日（月）
30 日（火）
31 日（水）

１月
 1 日（木）
 2 日（金）
 3 日（土）
 4 日（日） つ　つどいの広場休館
 5 日（月） 　　

白抜きは会場　
総 総合福祉センター　詳しくは 7 ページ「すこやか」
つ 萩っ子つどいの広場（総合福祉センター２F）
図 図書館　詳しくは 15 ページ「図書館だより」

つどいの広場通信

●問合せ
　市民課管理グループ　☎ 23 － 2116

児童扶養手当の支払日は
12月11日（木）です

お子さんの写真を大募集 !! メール又は郵送で
市役所秘書広報課まで　info@city.takahagi.l

エル
g.jp

塚原 遥
はる

香
か

 ちゃん
４ヶ月

我が家の
アイドルです♪

●問合せ
　教育総務課教育総務グループ　☎ 23 － 1131

　来年４月に市内の小学校（高萩小、秋
山小、松岡小、東小、君田小）へ新１年
生として入学するお子さんのランドセル

（A ４クリアファイル対応）をプレゼント
します。※入学式のときに手渡しします。

新入学のお祝いに
ランドセルをプレゼント

●問合せ 社会福祉課 萩っ子支援グループ☎ 23-7030

　総合福祉センター２階にある「萩っ子つどいの広
場」は、小さなお子さん（未就学児）をもつお父さ
ん・お母さんと子どもが楽しく遊び、情報交換でき
る広場です。今月の赤ちゃん教室では、歯みがきと
食習慣の話を予定しています。
　また、クリスマス会など、親子で楽しめる催しを
用意しております。（10：30 ～ 11：00）皆さ
んでお気軽にご参加ください。

【開館時間】　９：００～１６：００
　　　　　　（12/15 は 15：00 まで）

【持ち物】　飲み物（水・お茶）、子どもの名札

　
　

　11 月５日には
「パラバルーンで
遊ぼう」が行われ
ました。子どもた
ちは、みんなで協
力して大きな風呂敷のようなバルーンを広げたり、
下をくぐったりと楽しく遊びました。
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子育てインフォメーション

要注意！インフルエンザ
　寒くなり始める 11 月頃から、風邪やインフル
エンザの流行が心配な時季となります。インフル
エンザの症状は風邪とよく似ていますが、急激に
高熱が出て、筋肉や関節の痛みを伴います。
　いつもと違う？と思ったら、なるべく早く受診
しましょう。

冬のスキンケア
　冬は気温が低く空気が乾燥していて、肌荒れが
気になる季節です。皮膚の表面がガサガサになる
と、保護機能が失われ、トラブルが多くなります。
入浴後と朝の着替えの時に保湿剤を塗って、皮膚
の乾燥を防ぎましょう。毎日続けることがポイン
トです。

　来年の４月１日から保育所（園）の入所（利用）を希望される人は、子ども子育て支援新制度の導入により、
入所（利用）申込書の他に「支給認定」の申請が必要となります。この支給認定は３つに分けられます。

　保育所（園）は、働いていたり、病
気などのために家庭で保育ができない
保護者にかわって、毎日（日・祭日除
く）一定の時間保育するところです。
集団生活に慣れさせるため、あるいは、
下のこどもの保育に手がかかるためな
どの理由では入所の対象にはなりませ
ん。（２号、３号認定者が該当）

認定区分 対象年齢 教育・
保育の形態 利用施設

１号認定
満３歳以上

保育の
必要性なし

幼稚園・認定こども園
（教育部分）

２号認定 保育の
必要性あり

保育所・認定こども園
（保育部分）３号認定 満３歳未満

●受付期間　平成 27 年１月９日（金）～２月６日（金）
●申込方法　認定申請書及び入所（利用）申込書に必要書類を添付のうえ、社会福祉課

及び各保育所（園）へ申請して下さい。
　　　　　　申込に関する必要書類は社会福祉課及び各保育所（園）で配布しております。
　　　　　　各保育所（園）とも定員がありますので、入所希望者が多数いるため希望

する保育所へ入所できない場合があります。また、保育所へ入所できる基
準に該当しない場合は、入所が認められません。

●保育所（園） 平成 27 年４月１日予定

名　　称 住　　所 電話番号 設  置  者 開所時間
（平日）

開所時間
（土曜日）

高萩保育所 本町３-118 22-2429 高萩市 ７:45 ～ 18:00 ７:45 ～ 12:30
同仁東保育園 高浜町２-35 23-6121 （福）同仁会 ７:00 ～ 19:00 ７:00 ～ 18:00
聖徳保育園 安良川 271 23-5266 （福）聖徳福祉会 ７:00 ～ 20:00 ７:00 ～ 20:00
あおぞら保育園 安良川 1251- １ 23-5661 （福）博洋会 ７:00 ～ 19:00 ７:00 ～ 18:00
※保育所（園）については、上記認定区分２号・３号に該当する場合に利用可能です。

●認定こども園（保育部分）
　下記施設については、平成 27 年４月１日より幼保連携認定こども園となる予定です。

名　　称 住　　所 電話番号 設  置  者 開所時間
（平日）

開所時間
（土曜日）

松ヶ丘認定
こども園 下手綱 825- ３ 23-4687 （福）愛孝会 ７:00 ～ 19:00 ７:00 ～ 18:00

※認定こども園の入所（利用）については、保護者が直接認定こども園と契約することとなります。なお、
保育所（園）の入所（利用）と同様に支給認定も必要となります。認定申請書は社会福祉課又は認定
こども園で配布します。

社会福祉課 萩っ子支援グループ　☎ 23 － 7030

平成27年４月１日から

保育所（園）の入所（利用）を希望される人へ
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