子育て情報

令和３年度

pick up

児童館親子クラブ会員募集

児童館は子どもの健康増進や情操を豊かにする活動をはじ
め、仲間づくりや親子の触れ合いの場として子育て支援活動を
行っています。

■対
■定

象 １～３歳児と保護者 ■時 間
員 各館20組
※申し込み多数の場合は抽選
※重複申し込み不可

第１・第３金曜日
第２・第４木曜日
毎週木曜日
第２・第４木曜日
第３木曜日
第１木曜日
毎週木曜日

場

所

枝堀町１-４-１
本町５-２-24
朝倉下甲529
波方町樋口甲1755-１
菊間町長坂2001
菊間町佐方428
伯方町有津甲３-１

各児童館へ
※登録用紙は児童館またはホームページからダウン
ロードしてください。

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

電話番号

0898-32-2539
0898-32-3952
0898-36-7102
0898-41-3348
0898-54-5366
0898-54-2606
0897-72-3055

児童館

みんなのひろば

枝堀児童館
本町児童館
朝倉児童館
樋口児童館
菊間児童館
亀岡児童館
伯方児童館

開催日

■申込先 4月10日㈯から18日㈰までに登録用紙に記入の上、

お知らせ

児童館名

10：30～11：30

情報のひろば

※各館とも駐車場は十分なスペースがありません。
※児童館では、親子クラブ以外でも子育て支援活動を行っています。
各館にお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、変更する場合があります。

子育て

児童館に遊びに来ませんか

お 知 らせ

親子料理教室参加者募集

13：30～18：00
水～日曜日 ９：30～18：00

■日

美術館・博物館

としょかん

ひとり親のパパ・ママへ。親子で料理教室に参加しませんか？
時 毎月１回 第２土曜日
18：00～20：30
■場 所 常盤公民館 調理室
■参加費 １回につき500円
マスク、お子さんは上履き
■持参物 エプロン、お手拭き、
■申込先 母子父子寡婦福祉連合会 清水
TEL 090-4509-2357

■開館時間 火曜日

健

いけばなこども教室ひまわり受講生募集

程 ４月17日㈯～令和４年１月 ※８月を除く
毎月第３土曜日 10：30～11：30
■場 所 中央公民館
■対 象 小・中学生と保護者
■定 員 15人程度
■参加費 無料（花代実費600円程度必要）
■持参物 ハンドタオル
※花器、剣山、はさみなど必要な道具は貸し出しします。
■申込先 ４月12日㈪までにショートメールまたはファクスで①
氏名②学校名・学年③保護者氏名④住所・電話番号
記入の上、いけばなこども教室ひまわり ひのきへ
TEL 090-4973-8999 FAX 0898-25-2351
■日

広報いまばり

令和３年４月号

31

救急病院

時 毎週土曜日 ９：00～12：00
■教室名 ・立花（立花小学校）
・玉川（鴨部小学校）
・大西（大西小学校、波方小学校など）
・伯方（伯方木浦体育館・叶浦体育館）
■対 象 小学１～６年生の男女
■会 費 毎月1,000円（保険料含む）
■申込先 今治バスケットボール協会事務局、各教室へ
TEL 090-8286-7911
FAX 0898-23-8829
■日

募 集

康

小学生ミニバスケットボール教室

子育て情報

pick up

子育て支援課からのお知らせ

きらりんネット
今治の子育て情報をお届け中
お子さんとお出かけできる場所や遊びの紹介、
簡単レシピ、保育所で人気のメニューなど、今治
市の子育て情報をお届けしています。

■問合先 子育て支援課

TEL 0898-36-1529
FAX 0898-34-1145

こども家庭相談室をご利用ください

子育て、子どもの成長、発達、家庭生活、夫婦関係、ＤＶ、母
子父子家庭の自立の悩みなど相談員が一緒に考えます。

■受付時間 平日８：30～１7：15

お知らせ

がんバリママ
きらりんネット

■相談内容 ・家庭児童相談（家庭相談員）

みんなのひろば

子育て、子どもの成長、発達、学校生活、家庭生
活、家族関係
・婦人相談（婦人相談員）
夫や恋人からの暴言・暴力、離婚、家族関係
・母子父子相談（母子父子自立支援員）
母子父子家庭の自立に向けた相談、母子父子寡婦
福祉資金

子育てひろばに遊びにおいでよ
新型コロナウイルス感染症対策のため、人数・時
間制限を設けています。詳細はホームページをご覧
いただくか、各施設にお問い合わせください。

■対

象 ０歳からおおむね３歳までのお子さんと保護者
場所・開館曜日

情報のひろば

ばりっこ広場（月～日曜日）
南宝来町１-９-８ 総合福祉センター２階 TEL 0898-22-6026
ハルモニア広場（月～土曜日）
立花町２-６-11
TEL 0898-24-2370

子育て

山路白鳩つどいの広場（月～土曜日）※移転しました
TEL 0898-32-7364（白鳩保育園）
阿方甲1296-1
にこにこ広場おぉきくなぁれ（月～土曜日）
喜田村８-４-48
TEL 0898-47-4022
輪い和い親子広場（月～土曜日）
大西町新町甲734-10 TEL 0898-53-5731

美術館・博物館

志々満おひさまセンター（月～金曜日）
桜井６-２-１志々満保育園内 TEL 0898-48-0254
今治虎岳保育園地域子育て支援センター とらっこくらぶ（月～金曜日）
鐘場町１-２-11近見虎岳幼稚園内
TEL 0898-24-2500
今治市社協子育て支援センターたまがわ たまっこらんど（月～金曜日）
玉川町大野甲86-１玉川福祉センター内 TEL 0898-36-8140

としょかん

子育て広場 あそぼーの（火～土曜日）
波方町波方甲2029なみっこ交流館内 TEL 0898-41-9770

いまばりファミリー・サポート・センター
健
康

子育ての「手助けをしてほしい人」と「お手伝いをしたい人」
が会員になり、有償でお互いに助け合う組織です。
容 子どもの送迎や預かり
■対 象 市内在住の生後６か月～小学校６年生の
子どもを養育されている方
■問合先 いまばりファミリー・サポート・センター
TEL 0898-33-2000 FAX 0898-33-2111
※お手伝いをしていただける提供会員も募集してい
ます。
（講習会の受講が必要）
■内

救急病院

児童クラブの支援員・補助員を募集

児童クラブで子どもたちと一緒に遊んだり、生活の
支援をしませんか。募集している児童クラブを、ホーム
ページに掲載しています。勤務条件などは、各児童ク
ラブにより異なりますので、直接ご連絡ください。

32

広報いまばり

令和３年４月号

ママの就職活動応援講座
就職や転職に向けてスキルアップしませんか。
日 時
５月20日㈭
第１回
10：00～12：00

６月24日㈭
10：00～12：00
７月15日㈭
第３回
10：00～12：00
第２回

■場

所
■対 象
■定 員
■参加費
■申込先

内 容
アンコンシャスバイアスで自分
の可能性をひろげよう
タイムマネジメントで自分の時
間を確保する
自分に合う仕事の見つけ方と履
歴書の書き方

バリクリーン（今治市クリーンセンター）
18歳までのお子さんをもつ母親（託児あり）
８人程度 応募多数の場合は抽選
無料 ※１回のみの受講可
４月15日㈭から30日㈮までに子育て支援課へ

妊娠・出産・子育てで悩んでいませんか
子育て支援コーディネーターが、お話を聞きながら必要な子育
てサービスの情報を提供したり、適切な専門機関を紹介します。
対象

相談先

時間

子育て世代包括支援センター「ばりハート」
南宝来町１-６-１
月～金曜日
（中央保健センター内）
８：30～17：15
TEL 0898-36-1533
※助産師・保健師が対応します。
妊娠・出産・ ばりっこ広場
子育て中の方 南宝来町１-９-８
（総合福祉センター２階）
TEL 0898-22-6026
ハルモニアのおへや
立花町２-６-11
（ハルモニア広場２階）
TEL 0898-23-7003

月～金曜日

※時間はお問い合
わせください。

月～土曜日

※時間はお問い合
わせください。

助産師・保健師・子育て支援コーディネーターが妊婦のつどい
「プレママひろば」を開催しています。

