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日立市役所　〒 317-8601　助川町 1-1-1　☎ 22-3111　IP 050-5528-5000

■ 図書館がすすめるこどもの
本展

　図書館がおすすめしたいこども
の本の展示と貸し出しを行います。

■   ５月のきら☆りんタイム	
「変身カードを作ろう」
�５月 14 日㈯　午前 10 時 30 分
～ 11 時 30 分
�子どもすくすくセンター
�子育て中の方　＊定員６人（多
いときは抽選）。無料託児あり。
�カードを引くと大変身。○△□を
好きなキャラクターに変身させよ
う。　講師＝子育て応援ふらっと
�５月９日㈪までに直接か電話
で、子どもすくすくセンター　
☎ 23-5522へ　＊午前９時
～午後５時

■�前向き子育てプログラム	
トリプルＰ
�５月 20 日～７月８日の金曜日　

　午前 10 時～正午（全８回）
　�＊６月 17 日・24 日、７月１日
は講師との電話相談のみ。
�茨城キリスト教大学
�未就学児の保護者　＊定員８
人（できるだけ全ての回に参
加できる方。多いときは抽選）。
無料託児あり。
�親子の良い関係を築き、発達を
促す関わり方を楽しく学びます。　
進行役＝菅野ひろみさん（トリ
プルＰ認定ファシリテーター）

�7,000 円（全８回分。テキスト
代含む）
�４月 25 日㈪から５月
12 日㈭までに右記QR
から申し込みを
�茨城キリスト教大学カウンセ
リング子育て支援センター　
☎ 52-3215

■�「おこと・尺八子供教室」　　　
団員募集
�①土曜日　午前 10 時～ 11 時
30 分（全 12 回）　②日曜日　
午前 10 時 30 ～正午（全 12 回）
�①塙山交流センター

　②十王交流センター
�幼児～中学生　＊初心者大歓迎
�１回 1,000 円　＊お筝・つめ・
尺八の貸出しあり。
�電話で、おこと・尺八子供教
室（佐藤　☎ 	34-6097）へ

■�幼稚園・認定こども園で遊
ぼう「あそびのつどい」

�未就園児（保護者同伴）
�買い物ごっこ、リズム遊び、人
形劇やお話など　持ち物＝上
靴（親子）
�実施日の前日までに直接か電
話で各園へ　＊みやた・はな
やま認定こども園の申し込み
期間は、実施日の３日前から
前日まで。
�子ども施設課　☎内線 308

図書館 とき
記念

☎ 24-7714 ５月15日㈰まで

多賀
☎ 33-2655 ５月７日㈯～ 30日㈪

十王
☎ 20-2345 ５月15日㈰まで

南部
☎ 29-1125 ５月22日㈰まで

＊問い合わせは、各図書館へ

子育て支援センターの講座

問合せ　子ども施設課　☎	内線 308

施設 とき 内容 講師 定員
みやた
☎ 22-5592 ５月 12 日㈭

各日午前
10 時 30
分～ 11 時
30 分

子育てに関す
る講座 子育て支援課 先着８組

おおくぼ
☎ 33-1125 ５月 11 日㈬ 栄養に関する

講座
健康づくり推
進課 先着 10 組

はなやま
☎ 36-0526 ５月 10 日㈫ おはなし会 ボランティア

絵本の会 先着５組

＊�申し込みは、事前に電話で、各子育て支援センターへ

チビッコ集まれ！保育園・認定こども園で遊ぼう
と	き　５月 12 日㈭　
　　　午前９時 30 分～ 11 時
場	所　右記施設
対	象　０歳児～就学前の乳幼
児（保護者同伴）　＊親子と
も運動できる服装で。

申	し込み　５月９日㈪～ 11 日
㈬の午前９時から午後４時
までに、直接か電話で、各
園へ　＊詳しくは各園へ問
合せを。

問合せ　子ども施設課　
　　　　☎	内線 308

施設名 電話番号 施設名 電話番号

公
立

じゅうおう 39-2405

私
立

小木津聖徳 42-4328
かみね 22-5582 こどものいえ 43-6494
みやた 22-3953 田尻徳風 42-8218
おおもり 22-5584 滑川聖徳 22-7133
かみちょう 22-5583 せいじ園 22-0373
おおせ 35-5585 つくしんぼ 37-4278
ゆなご 33-1093 大久保幼稚園 33-2274
おおくぼ 33-0872 多賀さくら 59-3355
はなやま 36-2673 学びの森わかば園 33-8822
みずき 52-2608 森山聖徳 52-0774
くじ 52-5046 水木わかば幼稚園 52-5991

私
立

いしまち 39-5250 みらい園 53-9412
豊浦さくら 33-6111 南高野 52-1327

＊�みやた・はなやま認定こども園は「あそびのつどい」
（開催時間は午前 10 時～ 11 時）と同時開催

園名 電話番号
１学期の実施日

５月 ６月 ７月
大沼 37-3755 12 日㈭ 15日㈬

５日㈫田尻 42-8515 11 日㈬

９日㈭
櫛形 39-3221

12 日㈭みやた 22-3953 実施
なしはなやま 36-2673

＊各日午前 10 時～ 11 時
＊�みやた・はなやま認定こども園は「チ
ビッコ集まれ」と同時開催
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 … 日時　  … 場所　  … 対象　  … 内容　  … 参加料など（料金記載のないものは無料）　  … 申し込み　  … その他　  … 問合せ

公設児童クラブで「小学生の一時預かり」を始めます
　保護者の方が急病や急用、子育てのリフレッシュなどの理由に
より、緊急または一時的に、家庭でお子さんを保育できないとき
にご利用ください。
対象　市立小学校に通学し、公設児童クラブを利用していない児童
利用できる日時
　▪平日　授業終了後から午後６時
　▪長期休業期間（夏休みなど）　午前８時から午後６時
　　＊土・日曜日、祝日、８月13日～16日、12月29日～１月３日は除く
場所　通学する小学校の公設児童クラブ室内
利用回数　最大週３日　＊利用は１時間単位
定	員　小学校ごとに異なります。　＊詳しくは、放課後児童セン
ターはぐに、問い合わせてください。

利用料金　１時間 200 円　
　＊登録時に保険料、利用時におやつ代が別途かかります。
登録方法　通学する小学校の公設児童クラブに、事前に電話で、
空き状況を確認の上、初めて利用する日の１週間前までに申請し
てください。　＊登録が済んだ方は、利用月前月の 20 日から利
用申し込みができます。
問合せ　放課後児童センターはぐ　☎	22-5581

子 育 て

子どもセンター相談日
対象　18 歳未満の子どもと保護者　
　　　＊申し込み不要

相談 とき

総合相談　
子育てに関する相談全般
＊オンライン相談も
　可。詳しくは右記
　QRをご覧ください。

毎日（月曜日～日曜日）
午前 9時～午後 5時

保健師相談日（保健センター
保健師）
発育や発達の悩みなど

５月 11 日㈬
午前 9時 30 分～
11 時 30 分

栄養士相談日（保健センター
栄養士）
離乳食、お子さんの食事や栄
養など

５月 25 日㈬
午前 9時 30 分～
11 時 30 分

教育相談員相談日（こども発
達相談センターの相談員）
発達の遅れの心配、落ち着き
がないなど

５月６日㈮・17 日㈫
午前 10 時～午後４時

問合せ　子どもセンター　☎	36-0048

	図書館の催し（５月）	

問合せ
記念図書館　☎	24-7714
多賀図書館　☎	33-2655
十王図書館　☎	20-2345
南部図書館　☎	29-1125
＊�詳しくは、右記QRをご覧になるか、
問い合わせてください。

おはなし会　絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。
記念図書館 多賀図書館 十王図書館 南部図書館

名
称

キトちゃん
おはなし会

ハレニコ！
おはなし会

らっこの
おへや ふわふわおはなし会

おいっちに	
( ０・１・２）
おはなし会

テンちゃん
おはなし会

ぴよぴよ
おはなしかい

くじらちゃん
おはなし会

おはなしの
ゆりかご

対
象

おおむね
3歳から

おおむね
0～ 3歳 ０歳から おおむね

3歳から ０歳から おおむね
3歳から ０歳から おおむね

3歳から ０歳から

と
き

21 日㈯ 12 日㈭ 18 日㈬
25 日㈬ �19 日㈭ 28 日㈯ 12 日㈭

20 日㈮ 14 日㈯ 26 日㈭ 22 日㈰ 17 日㈫

午後２時～２時 30 分 午前 11 時～
11 時 30 分

午後４時～
４時 30 分 午前 11 時～ 11 時 30 分 午前 10 時 30 分～ 11 時 午後２時～

２時 40 分
午前 11 時～
11 時 30 分

＊全て申し込みが必要です。５月１日㈰の午前９時 30 分から、各図書館に直接か電話で、申し込みを。

ブックスタート�～赤ちゃんと絵本との出会いは４か月頃から～
対象　市内在住のお子さん（下記のいずれかに該当）と保護者
　①２歳になる誕生日までの方　
　②平成 30 年４月以降に生まれた方（受け取り期限：来年３月 31 日）
配	布内容　絵本２冊、絵本のリストなど（無料。１回限り）
　「てんじつき�さわるえほん」もあります。
持ち物　母子健康手帳と現住所が分かるもの（健康保険証など）　
　＊日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせてください。
記念図書館 10 日㈫・21 日㈯　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
多賀図書館 14 日㈯・27 日㈮　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
十王図書館 19 日㈭　午前 10 時～ 11 時 30 分
南部図書館 毎週日曜日　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
保健センター 19 日㈭

１歳６か月児健診受診日にあたる方
（健診時間にあわせて実施）ゆうゆう十王 12 日㈭

水木交流センター 27 日㈮

ブックパーティ
とき　５月 14 日㈯　午前 10 時～正午
ところ　南部図書館（当日直接会場へ）
内	容　参加者が自分の読んだ本を紹介し合い、
新しい本と出会う場です。


