＝大雨・台風の多い季節です。
早めの避難行動を！＝

桑名市子育て情報誌

NO.１９３

赤ちゃんがきた！
親子の絆づくりのプログラム

２０２２．８月号

今年の梅雨は短く６月の梅雨明けでした。今年も酷
暑の期間が長くなりそうですね。空にはモクモク入道雲、
セミの鳴き声と共に夏本番を迎えますね。
お祭りやお盆の帰省など出かける機会も多くなるので
はないでしょうか。コロナウイルス感染症が再拡大して
いますので感染対策をしっかり行い出かけましょう。
生活リズムが乱れると体調を崩しやすいので無理のな
い計画を立てて楽しい思い出を作って下さいね。

<お問い合わせ>
桑名市子ども・子育て応援センター
「キラキラ」
〒511-0811 桑名市東方 301-4

0594－84－6039
FAX 0594－25－0075
 kodomooenm@city.kuwana.lg.jp
URL http://www.city.kuwana.lg.jp

すくすくだよりは
子育てアプリ「くわなハッピーナビ by 母子モ」
又は桑名市ＨＰからご覧いただけます。

子育て情報をメール配信しています。

メールマガジンの登録
はこちらから
⇒

母子モの登録は
こちらから

＝子育て講座のご案内＝（対象：市内在住の方）

丹羽

８月 2 日(火)

【対象】

未就園児の保護者

【託児】

有り

12 名

（先着１２名まで）

【時間】

１０：００～１１：００

【場所】

長島福祉健康センター
教養娯楽室・集団指導室

【申込】

７月２０日(水)～

子ども・子育て応援センター「ぽかぽか」
ＴＥＬ（０５９４）３２－５６７６
来館又は、電話にてお申し込みください
※来館受付

＝子育てファミリー講座＝ みっくみえ共催

恭子さん)

【日時】

⇒

初めて赤ちゃんを育てているママのための
参加型のプログラムです。DVD やテキストを
みて学び、ママ同士交流したり相談したりします。
赤ちゃんと一緒に参加します。(4 回連続講座です)
【対象】：桑名市内在住の２か月～５か月
（令和４年４月～７月生まれ）の
一人目のお子さんとお母さん
【日時】：９月１日（木） ８日（木）
１５日（木） ２２日（木）
※4 回連続で受講していただきます
１３：３０～１５：３０
（１回２時間・後半３０分は質問、交流タイム）
【費用】：テキスト代：１０００円＋消費税
【場所】：桑名市子ども・子育て応援センター「ぽかぽか」
（陽だまりの丘四丁目２２０１－２）
【申込開始】：8 月２日(火)～
【申込先】：桑名市子ども・子育て応援センター「ぽかぽか」
ＴＥＬ（０５９４）３２－５６７６
ＦＡＸ（０５９４）３２－５６７７

【日時】
【対象】
【託児】
【時間】
【場所】

【申込】

(講師 松岡 典子さん)
９月２４日(土)
未就園児の保護者 15 家族まで
有り
(先着 15 名まで)
１０：００～１１：００
子ども・子育て応援センター
「ぽかぽか」 小研修室

８月２４日(水)～

子ども・子育て応援センター「ぽかぽか」
ＴＥＬ（０５９４）３２－５６７６
来館又は、電話にてお申し込みください
※来館受付
９時～１７時
電話受付 １２時～１７時

「暮らしに役立つ情報」政府広報オンラインより

【お知らせ】
「くわな子育てガイドブック２０２２」
(電子書籍版)はこちらからご覧いただけます。⇒

福祉なんでも相談センター
子育て、介護や障害等さまざまな福祉のことを『まとめて』相談できる
窓口です。ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。福祉の専門職
が相談に応じます。（必要に応じ専門機関と連携して対応します。）
＜桑名地区＞

大山田コミュニティプラザ１階
火曜日～日曜日（月曜の祝日は開所）9:00～17:00
TEL (0594) 41-2114

＜多度地区＞

多度すこやかセンター１階
月曜日～金曜日（祝日を除く）8:30～17:15
TEL (0594) 49-2031

９時～１７時

電話受付 １２時～１７時

９月１６日(金)
「親子で楽しむマリンバコンサート」
いつき

「バ レ ト ン 」 と は ？
バレエ・ヨガ・フィットネスの
３種の要素が取り入れられてい
る新感覚のエクササイズです。

乳幼児がいる家庭は警戒レベル３で避難しましょう！

「子どものほめ方・しかり方」

「 バ レ トン 」
(講師

(愛称：BP)

R4.７.25

近年、台風や集中豪雨による洪水や土砂災害等豪雨災害
が発生し多くの被害が出ています。自分の住まいのハザー
ドマップを確認し、災害リスクと安全な避難方法を認識し
ておくといいですね。
また、乳幼児のいる家庭は迅速な行動がとりにくくなり
ます。気象・避難情報などを有効に活用し、早めの防災行動
をとるようにしましょう。
停電等も起こりえますので、水・食料・懐中電灯等の準備
もしておくといいですね。

次月子育て
講座予告

【対象】
【時間】
【場所】

(講師 樹 さん)
未就園の親子 ２５組
１０：００～１１：００
多度すこやかセンター大集会室

＜長島地区＞

)

長島デイサービスセンターほほえみ２階
月曜日～金曜日（祝日を除く）8:30～17:15
TEL（0594）42-2119

子ども総合センター
・1 歳６か月児健診・3 歳児健診は、
日程が近づきましたら個別通知します。
（母子保健係）
TEL (0594)24-1380
FAX (0594)24-5497
・お子さまのことで、心配なことがありま
したらお電話ください。

（家庭支援係）
TEL (0594)24-1298
FAX (0594)24-5497
・お子さまの発達のことで、心配なことが
ありましたらお電話ください。

（子ども発達・小児在宅支援室）
TEL (0594)24-3040
FAX (0594)22-7811

８月のすくすくスケジュール
月(MON)
１
・おはなし会
（中央図書館 １１：００～）
・おもちゃ病院くわな
１０：３０～１４：００
（総合福祉会館）

火(TUE)

水(WED)

２

新型コロナウイルス感染防止対策のため、状況により予定の催しが中
止になる場合や時間短縮になる場合がありますのでご了承ください。

木(THU)

３

金(FRI)

４
・おはなし会
（中央図書館 １１：００～）

すくすく離乳食教室
【初期・中期】 要予約
１３：３０～１５：００

土(SAT)

５
・おはなし会
（ふるさと多度文学館 １０：３０～）

８月の
＜あおぞら出前保育〉は
お休みです。

日(SUN)

６
７
・おはなし会
(長島輪中図書館 １１：００～)
（ふるさと多度文学館１４：００～）

オンライン開催

～手作り水遊びグッズ紹介

「マタ二ティくらぶ」
(キラキラ)
１０：００～１１：３０要予約

すくすく離乳食教室
【後期・完了期】 要予約
１３：３０～１４：３０
オンライン開催

～

み

公立保育所・公立幼稚園の園庭開放
キッズサロン（大山田・七和・城南）はお休みです。

・ののちゃんクラブ「赤ちゃん体操」
(保健師)要予約１０：００～１１:００
（たどこども園子育て支援センター）

８

１５

２２
・おはなし会
（中央図書館 １０：３０～）

９
・赤ちゃん広場(キラキラ)
１３：３０～１５：００
要予約

１０

１６

２３
・赤ちゃん広場(キラキラ)
１３：３０～１５：００
要予約
・夏まつり 要予約
１０：００～１１:００

１１
・赤ちゃんタイム （午前）
(長島輪中図書館)
・おはなし会
(長島輪中図書館 １１：００～)

１２

１７
・子育てサロンひだまり
９：３０～１１：００ 要予約
(深谷保育所)
・おはなし会
（ふるさと多度文学館 １０：３０～）

１８
・おはなし会
（中央図書館 １１：００～）

１９

２４
・夏まつり 要予約
１０：００～１１:００

２５
・赤ちゃんタイム （午前）
(長島輪中図書館)
・おはなし会
(長島輪中図書館 １１：００～)

（たどこども園子育て支援センター）

１３
・おはなし会
(長島輪中図書館 １１：００～)
（中央図書館１４：００～）

お申し込みは
こちらから⇒

育児相談 要予約
１０：００～１１：００
(くわなメディアライヴ 2 階)

・おはなし会
（中央図書館 １１：００～）
２６
・夏まつり 要予約
１０：００～１１:００

１４

２０
２１
・おはなし会
(長島輪中図書館 １１：００～)
（中央図書館 １４：００～）
（ふるさと多度文学館１４：００～）

・キラキラ(午前休館)

２７
２８
・おはなし会
(長島輪中図書館 １１：００～)
（ふるさと多度文学館１４：００～）
・パパサロン ９：００～１１：３０

中学生のわくわく子育て体験事業開催の為

（たどこども園子育て支援センター）

（たどこども園子育て支援センター）

（たどこども園子育て支援センター）

２９

３０
・ののちゃんクラブ
「 手 作 り お や つ 実 演 」 ( 栄 養 士)
要予約 １０：００～１１:００

３１
《おねがい》同居家族や勤務先など身近に、新型コロナウイルス感染者もしくは感染が疑われる方が
おられる場合は、利用をお控えください。施設ご利用の際にいただいた個人情報は、行政や保健所
等から必要な求めがあった場合に提供させていただきます。ご了承ください。

（たどこども園子育て支援センター）

名

称

桑名市子ども・子育て応
援センター「キラキラ」
ＴＥＬ(0594)84-6039

詳しくは
こちらから
⇒

桑名市子ども・子育て応援
センター「ぽかぽか]
ＴＥＬ(0594)32-5676

対 象

開館日時

休 館 日

未就園児と保護者
※土のみ
就園児親子も可

月～土曜日
【利用時間】
9:００～１５:３０

日祝・年末年始

未就園児と保護者
※土日祝のみ
就園児親子も可

火～日曜日
【利用時間】
9:００～１６:００

月・年末年始

松岡医院併設ひろば型子育て支援センター
遊びのひろば
【 対 象 】 子育て中の親子 詳しくは
こちらから
【 曜 日 】 火・水・木
⇒
【利用時間】 ９:３０～１５:００
（祝日・お盆・年末年始はお休み）
※電話による子育て相談 平日(９:００～１７:００)
TEL＆FAX (0594)22-9835

（月曜日が祝日の際は開館
翌日以降の最初の平日が休館）

子育て憩いの広場
利用人数・時間の制限をさせていた
だいている施設もあります。詳細は各
施設にお問い合せ下さい。

桑名市地域子育て支援
センター「にこにこ」

各施設や行事等ご利用の際には、
検温、手指の消毒大人の方はマスク
着用をお願いします。

長島地域子育て
支援センター

ＴＥＬ(0594)25-3515

ＴＥＬ(0594)41-1038

火・年末年始

未就園児と保護者
※土日祝のみ
就園児親子も可

水～月曜日
【利用時間】
9:００～１７:００

（火曜日が祝日の際は開館、

未就園児と保護者
※木曜午後のみ
就園児親子も可

月～金曜日
【利用時間】
9:００～１６:００

土・日・祝・年末年始

翌日以降の最初の平日が休館）

～水遊びの際のポイント～
① 水温は手で触って、ぬるく感じる温度がいいで
み
しょう。冷たいようならお湯を足して調節しまし
ょう。
② ベランダの床や地面が熱く、ホースの水が高
温になったりしているので気をつけましょう。
③ 子どもはたった数㎝の水で溺れてしまいます。
絶対に目を離さないように注意しましょう。
④ 日陰を作って、休憩をしながら楽しみましょう。
⑤ 水遊びの後は、水分補給やお昼寝をするなど
ゆっくり休息しましょう。
耕逸山たどこども園
子育て支援センター「ののちゃんルーム」

市 内 子 育 て 支 援 セ ン タ ー
各支援センターの
情報は HP からご覧
いただけます

穴をあけたペットボトルに水を入れるとシャワー
になりますよ。プールがなくても小さなお子さんには
洗面器やバケツ、ベビーバス等身近な物で水遊び
ができます。暑い夏を水遊びで楽しく過ごせるとい
いですね。

行事は
なかよし広場
【 対 象 】 未就園児と保護者 こちらから
⇒
【 曜 日 】 月～水・金・土
【休館日】 木・日・祝・年末年始
【利用時間】 ９:００～１２:００（土のみ９:３０～）
１３:３０～１６:００
ＴＥＬ(0594)25-2003

はいはい club・マタニティ club（妊娠５か月～）
８か月未満の未就園児と保護者
月曜日(９:００～１１:３０)
よちよち club・マタニティ club（妊娠５か月～）
９か月から 2 歳未満の未就園児と保護者
火曜日(９:００～１１:３０)
ぴょんぴょん club
2 歳から 3 歳の未就園児と保護者
水曜日(９:００～１１:３０)
なかよし club
０歳から５歳の未就園児と保護者
金曜日(９:００～１１:３０)
月曜日～金曜日(1３:００～１６:００)
休館日…土・日曜日・祝日・年末年始
（特別事業で開館する場合あり）
ＴＥＬ(0594)48-6561
ＦＡＸ(0594)48-6527
⇦

行事はこちらから

