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　市内中学校と共催で「赤ちゃんふれあ
い体験事業」を実施します。
　「赤ちゃんふれあい体験」は、中学生が、
ママとお話ししながら実際に赤ちゃんを
抱っこ等してふれあい、命の大切さや自
分の身体・心の成長について考えるためのものです。
ママには、初めて赤ちゃんを抱いた時の気持ちや子
育ての楽しさ、大変さ等についてお話ししていただ
きたいです♪　ご協力をお願いいたします。

日程 時間 場所 募集組数

５／17（金） 午後１時～
４時の間

（１時間程度）

秋山中学校 ８組

５／28（火） 松岡中学校 10組

５／31（金） 高萩中学校 13組

○ ご協力いただいた方には、１回1,000円をお支払いい
たします。

★募集対象　１歳未満の赤ちゃんとママ
★ 申込方法　健康づくり課（高萩市総合福祉センター

内）へ電話もしくは窓口でお申し込みください。
■問合せ　健康づくり課健康増進グループ☎24-2121

３月の活動 
 胸キュン寝相アート
　満天の星の中、三日月にちょ
こんとすわっているシチュエー
ション。ママたちはベストショッ
トをねらって、「笑ってー」「こっ
ちだよー」と声をかけながら何
枚も撮影。スタッフからも写真が貼られた写真立ての
プレゼントがあり、素敵な成長記録になりました。

つどいの広場通信
総合福祉センター２F ●問合せ

　子育て支援課
　☎23-2129

４月の予定　子育てカレンダーも見てね♪

開館時間のご案内（通常9:00～16:00）

【休館日】
・４/29（月）～
 ５/６（月）

【変則日】
・４/15（月）15：00まで
・４/18（木）11：30から
※赤ちゃん教室参加者以外

赤ちゃん教室
 離乳食の進め方と試食

もよおし
 レインボーおはなし会
 エプロンシアター

４月
５日 (金) 市報４月号発行

11日 (木)
つ　レインボーおはなし会（10：30～11：00）
総　健康相談（８：45～11：00）

13日 (土) 図　子ども映画会（14：30～）

15日 (月) つ　15：00まで開館

18日 (木)
つ　赤ちゃん教室「離乳食の進め方と試食」

（10：00～11：30）→参加者以外は11：30から開館

20日 (土) 図　おりがみ教室（14：30～）

22日 (月) 総　健康・歯科相談（8：45～11：00）

25日 (木) つ　エプロンシアター（10：30～11：00）

27日 (土) 図　おはなし会（14：30～）

28日 (日)

29日 (月)

30日 (火)

５月
５日 (日) 市報５月号発行日

６日 (月)
白抜きは会場　
総 総合福祉センター　詳しくは15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12ページ「図書館だより」

[持ち物] ・子供の名札・飲み物（水･お茶）
※対象：未就学児

小さなお子さん・お 父
さん・お母さん、みんな
で楽しく遊んで情報交換
しましょう♪いつでも無
料 で すの で、 お 気 軽 に

遊 びに来てくださ
い ☆スタッフ一 同
お待ちしています！

赤ちゃんふれあい体験事業に協力していただける

ママと赤ちゃんを募集しています

お子さんの写真を大募集！
お子さんの

・住所 ・名前（ふりがな） ・生年月日 ・撮影日 ・一言紹介応募者さんの
・名前 ・電話番号 ・お子さんとの関係を記入し、メールまたは郵送してください。※写真のデータの大きさは３ＭＢ以下でお願いします。宛先　〒318-8511 高萩市本町1-100-1　　　市役所企画広報課宛て　　　　 info@city.takahagi.lg.jp

エル

　新小学１年生の入学を祝い、通学の交通安全を願っ
て、入学式でプレゼントが配られます。入学式に先立
ち、教育長が新入学児へプレゼントを受け取りました。

 黄色い帽子
　昭和51年から毎年寄
贈されている「交通安全
の黄色い帽子」が、今年
もＪＡ常陸農業協同組合
から寄贈されました。

交通安全の願いを込めて
新小学１年生へ贈り物

子育て情報サイト
はぎハピホーム
ページＱＲコード

つどいの広場
休館日

児童扶養手当の支払日は
４月11日（木）です。
■問合せ　子育て支援課　☎23-2129
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　特に初孫には力が入り、資金もふん
だんにつぎ込みたくなってしまうで
しょう。金のなる木を持っていないな
ら後のことを考えて程よいところで
セーブするのが得策です。

　できたら後々のためにいつ頃、何を買い与えたか、記
録に残しておくとよいでしょう。子どもによって細か
な状況は違うでしょうが、だいたい同じ時期に同じよ
うなものを贈ってあげるのが「平等」ということです。

複数の孫との付き合い方を考えよう
孫育コラム〈孫を守ろう〉

◆ 朝の支度に必要な時間、夕食や
入浴にかかる時間を判断し、夫
婦で相談して起床、就寝、食事
の時間を決めましょう。

◆ 園の送り迎えも夫婦でシェアで
きるといいでしょう。

　子どもに対する虐待
が、深刻かつ重大な問題
となっています。
　本県の児童相談所にお
ける平成29年度の児童虐待相談対応件数
は2,256件と過去最多となり、全国的に
も、虐待により子どもの尊い命が失われる
事件が後を絶ちません。
　県議会の議員提案により制定された「茨
城県子どもを虐待から守る条例」が平成31
年４月１日に施行されました。この条例を
基に、行政や県民、関係機関などが一体と
なって、児童虐待防止対策を推進していき
ます。
■問合せ　県青少年家庭課
 ☎029-301-3258

◆子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場です。
◆未就学児のお子さんと保護者の方が対象です。お気軽にお問い合わせください!!

施設の名称・住所・問合せ 開催日 時間 利用料金 持ち物 PRポイント

萩っ子つどいの広場（春日町3-10） 
　☎22-0080（内線678） 
高萩市役所子育て支援課
　☎23-2129

月曜日～日曜日
（祝・祭日、12/29

～1/3は休館）
9時～16時 無料

飲み物
（水・お茶）

子どもの
名札

総合福祉センター２階にある「萩っ子つどいの広場」は、子育て中の親子
等が気軽に集い、楽しく遊び、情報交換できる広場です。 
毎週木曜日のイベントデーでは、おはなし会やエプロンシアター、読み聞
かせなどの他、ママのためのイベント等も開催しています。

高萩保育所（本町3-118）
（やんちゃーるーむ）
　☎22-2429

月一回開催
（事前に電話で登録）10時～11時 無料 飲み物

タオル

同年齢の子どもたちと交流したり、ゲストを招いた催し物に参加したりして
楽しく過ごせます。又、子育ての相談等も行っておりますのでお気軽に遊び
に来てください。

ＫｉＦＴ 
（肥前町1-80）

同仁会地域子
育て支援セン
ター
☎20-5559

木曜日 
（年齢ごとに開催）

9時30分～
12時30分 1回 300円 特になし

大切にしたいのは、ママ達の安心とリラックス。親子でゆっくり、ゆったり
と過ごしていただけます。初めての方も予約はいりませんので、直接いら
してください。

ちびっこ広場 
（高浜町2-35）

火曜日 
（年齢ごとに開催）

9時30分～
11時30分 1回 300円 特になし

月ごとの設定あそびをしています。遊びを楽しみたい、保育園をのぞいて
みたい方におすすめです。初めての方も予約はいりませんので、直接いら
してください。

ＭａＦＴ 
（有明町1-144）

8月を除く偶数月
の第3金曜日

10時～
12時 1回 300円 特になし

妊婦さんのためのおしゃべり広場です。ヘルシーな手作りおやつを召し上
がっていただきながら生まれてくる赤ちゃんのために手作りのおもちゃ
を作ったりしています。予約制になりますので、お問い合わせください。

聖徳保育園 「ともランド」 
（安良川271-9） 
　☎23-5266

月･水・金曜日 9時～14時
金曜日のみ

参加費200円
月･水無料

特になし
園庭解放も行っており、お母さんばかりでなく、おじいちゃんおばあちゃ
んとの参加もお待ちしています。お茶を飲み、一息つきながら楽しい時間
を過ごしませんか。見学や体験も受付ております。

子育て支援センター 
「わんぱくルーム」
（安良川1251-1） 
あおぞら保育園　☎23-5661

月曜日～金曜日
9時～14時
サークル活
動は10時～

無料
（材料費を徴収する

場合もあります）

おしぼり
水筒

着替え
帽子  等

砂場、アスレチック、泥んこ、プールで遊んだり、天気の良い日には散歩に
出かけたりと自然に触れる遊びを大切にしています。芋掘り、みかん狩り
などの収穫や、流しそうめん、ピザ作りなどの活動もあります。他にも「子
育て相談日」「給食体験」等いろいろな活動をしています。保育園までご連
絡ください。

松ヶ丘認定こども園
プレイルーム

（下手綱
825-3）
☎23-4687

月曜日～木曜日

9時30分～
14時30分

月1,000円 
（月刊誌、教材費、

おやつ代等）
コップ
タオル

松ヶ丘認定こども園では、お子様のいるご家庭の方々に園を開放し、「プ
レイルーム」「キッズランド」「ベビーキッズ」を行っております。「プレイ
ルーム」では親子クッキングを行い、ピザ作りやカレー、サンドイッチ作り
を楽しんだり、夏は流しそうめん、冬はもちつきなどを行います。「プレイ
ルーム」「キッズランド」は、1歳から4歳。「ベビーキッズ」は4か月から1
歳6か月が対象になっています。お気軽にお問い合わせください。

松ヶ丘認定こども園
キッズランド

毎月第1・3・5 
金曜日 １回につき

300円 
（含おやつ）松ヶ丘認定こども園

ベビーキッズ
毎月第2・4

金曜日

高萩市地域子育て支援センターのご案内

「茨城県子どもを虐待から守る条例」
（議員提案）が施行されました

子どもたちの未来を守るために園生活はスタートが肝心

規則正しい生活リズムを作ろう


