
プレパパママ＆パパママのための子育てに役立つ情報を紹介！
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届けたい！
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子育て応援インフォメーション

祝日の小児科救急当番医院
■■時　･■■所　①3日(木)8時30分～17時30
分･三原市医師会休日夜間急患診療所
(宮浦一丁目■■TEL 0848-62-3113)
②23日(水)9時～12時、14時～16時
30分･興生総合病院(円一町二丁目
■■TEL 0848-63-5500)※いずれも事前に
診療時間内に電話連絡してください。

子どもの発達について
相談できます

　市の子ども発達総合相談室では、保
健師や臨床心理士、言語聴覚士などが
相談に応じています。子どもの言葉や
行動などについて、心配なことがある
場合は気軽に相談してください。
■■時　3日･23日を除く毎週月～金曜日9
時～17時
■■所　サン･シープラザ3階または保健福
祉課(市役所本庁2階)
■■対　18歳未満の子と保護者(要申し込み)
■■申　保健福祉課(■■TEL 0848-67-6359
■■FAX 0848-67-5934)

就学時健康診断
■■時　8日(火)～24日(木)のうち、市が指
定する日
■■対　市内に住所登録し、令和5年4月に小
学校に入学する予定の子
※詳しくは、10月上旬に送付している
案内で確認してください。
■■問　 学校教育課(■■TEL 0848-67-6154 
■■FAX 0848-67-5912)

キッズチャレンジ教室
■■時　26日(土)10時30分～12時30分
■■所　サン･シープラザ3階
■■内　煮込みハンバーグ作り
■■対　3～6歳児(未就学児)と保護者
■■定　6組※申し込み多数の場合は抽選。
■■申　1 1 日 ( 金 ) ま で に 保 健 福 祉 課
(■■TEL 0848-67-6053 ■■FAX 0848-67-
5934)へ

子育てボランティア研修会
～はじめて会ったこどもと楽しくすごすには～

　地域の子どもの預かりや保育施設へ
の送迎など、子育て家庭をサポートす
る活動に参加してみませんか？皆さん
が安心して活動できるよう、研修会と、
ボランティア活動の紹介を行います。
■■時　21日(月)14時～16時30分
■■所　サン･シープラザ4階
■■内　 ペアレントトレーニングから学ぶ
子育てのコツ、自身の成長の機会にも
できるボランティア活動について
■■出　 広島県スクールカウンセラー　土
居和子さん ほか
■■対　 市内在住で子育てに関するボラン
ティア活動に関心がある人
■■定　30人(要申し込み)　■■￥　無料
■■申　11日(金)までに専用申し込みフォー
ムからまたは子育て支援課(■■TEL 0848-
67-6079 ■■FAX 0848-64-2130)へ

➡活動の例：ファミリー･
サポート･センター

専用申し込みフォーム➡

子育て世代の悩みを解決！

すくすくの
催し

母乳相談･ごはん相談
などを定例開催

詳しくはこちらから

市の最新の子育て情報
を掲載している

「みはら子育てねっと」
もあわせてチェック♪

遊具の愛称は「ドリームツリー～夢の木～」に決定！広場の愛称は「にじいろひろば」に決定！

■■TEL 0848-67-6217
メールでも受け付けています。

いつでも悩み相談OK!

➡市■■HP 公園の近くには
図書館も！ 子どもたちが

看板を作りました！

保健福祉課　■■TEL 0848-67-6061 
■■FAX 0848-67-5934

子育て
アイデアコラム

保健師：川根夕佳

テーマ

幼児の運動発達と
遊び

申し込みは5日(土)から ■■TEL ■■FAX 兼用0848-67-1123　 休館日 毎週火曜日　 開館時間 10時～19時

ペアシティ三原
西館2階

■■時　12日(土)14時～15時　■■内　ふれあいあそび、工作など　
■■対　父親と0～1歳児　■■定　10組　■■￥　100円

　　　　高校生とふれ
あい遊び＆車づくり教室
要申し込み

■■時　13日(日)14時～16時　■■所　サン･シープラザ4階　■■内　高
校生による勉強会　■■対　中学生　■■定　15人　■■用　勉強道具

　　　　
ラフラフteens塾①
要申し込み

■■時　19日(土)14時～15時　■■内　カルタ大会　■■対　父親と
3歳児～小学6年生　■■定　10組

　　　　高校生と巨大
カルタであそぼう
要申し込み

児童館 の催し

新しい遊具ができて、地域がもっと明るくなりました。
思いやりのある行動が取れるように遊ぶルールを考え、「子
育てカフェ」に参加する子どもたちで看板を製作しました。
いろいろな人に遊びに来てほしいです。(久井小学校6年生)

遊具を設置した広場の愛称を募集し、「にじいろひろば」
に決まりました。近隣には、図書館や道の駅、観光農園
など、子どもたちが楽しめる施設がたくさんあるので、
大和を1日中満喫できます！ (地域支援員)

Vol.2

　長引くコロナ禍で、子どもと一緒に体を動かす機会が減っていま
せんか。幼児期にさまざまな運動を経験し、楽しく体を動かすこと、
発達に応じた遊びをすることは、体力･運動能力の向上や健康的な体
の成育、意欲的な心の成育にもつながります。

幼児期の運動経験は大切！年齢に応じて工夫を

　3歳･4歳は、何度も繰り返すことがおもしろい時期。ブランコなど
の遊具で「もう1回」と遊びましょう。5歳･6歳は、無駄な動きが減
って動き方が上手になるので、鬼ごっこなど「ルールを決めて」遊び
ましょう。家の中でも風船をつるしてジャンプしたり工夫しましょう。

公園や家の中でも体を動かす機会を作ろう！

久井町と大和町に新しくできた、誰もが楽しめる
「インクルーシブ遊具」で遊んでみませんか？

久井･大和にインクルーシブ遊具が完成
豊かな自然の中でおもいっきり遊ぼう！

久井町
遊具

大和町
遊具

くい文化センタ
ー広場
(久井町和草)
■■問　 久井支所地域振
興課(■■TEL 0847-32-
7111)　

大和文化公園
にじいろひろば
(大和町下徳良)
■■問　 大和支所地域振
興課(■■TEL 0847-33-
0222)

11月はパパと一緒にラフラフへ！ 高校生が企画した「パパと
ラフラフ」を開催します。イベントの詳細はこちらから➡

1とき　2ところ　3内容　4出演　5対象　6資格　7定員　8料金　9用意する物　A申し込み･先　B問い合わせ先　D電話番号　F FAX　Cホームページ 1213 ● 広報みはら／令和4年11月号 ●
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