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　子どもたち（市内
在住・小学校入学まで）の写真掲載
申込を受け付けています。

■問（市）広報広聴課

募 集
しています

子育て

児童センター

■問・■申■込 　 82－2069
■休 第4木曜

　開館時間　午前９時～正午　
　　　　　　午後１時～５時　
　申込時間　午後１時～４時３０分

ママのおしゃべりタイム
（申込不要）

■日①３月１１日（月）
②３月１４日（木）
③３月１５日（金）
午前１０時３０分～正午

■場①別所町公民館
②自由が丘公民館
③三木コミュニティスポーツ
　センター

■対子育て中の方。妊娠中の方も
見学にお越しください。

ベビーマッサージ

■日３月１８日（月）
午前１０時３０分～正午

■場教育センター　４階和室
■対当日３～４カ月の乳児と母親
■講宮城綾さん
■持バスタオル
■申 ■　 ■窓
■定 □先１０組

ファミリーDayみんなであそぼう♪
～あいちゃんのほっこりクラフトと
ちかちゃんのゆったり親子あそび～

■日３月２３日（土）
午前１０時～１１時３０分

■場児童センター
■内身近なものを使って親子でで
きるクラフトタイムとお家で
もできるあったかふれあいあ
そび

■講中村愛子さん（おだやか親子
じかんクリエイター）、藤本
千佳さん（音楽あそびクリエ
イター）

■持タオル

吉川児童館

■問・■申■込 　 72－2220
■休 日・月曜、祝日、9日（土）

　開館時間　午前９時～正午　
　　　　　　午後１時～４時３０分
　申込時間　午後１時～４時３０分

Ｈ３０年度生まれのあかちゃんあつ
まれ～あかちゃんへの贈り物（メ
モリーブック）を作ろう～

■日３月１５日（金）
午前１０時３０分～１１時３０分

■場吉川児童館
■対Ｈ３０年度生まれの乳児と母親
■期３月１４日（木）まで　■申 ■　 ■窓

やってみよういろいろ体験
楽しいクッキング～お昼ご飯（肉
まんランチ）を作ろう～

■日３月２７日（水）
午前１０時～午後１時

■場吉川健康福祉センター
２階栄養指導室
（集合：吉川児童館）

■対小学生　■講いずみ会
■期３月１９日（火）まで
■費４００円
■持エプロン、三角巾、手拭タオル、
飲料

■申 ■　 ■窓
■定 □先２０名

遊びに来てね！子育てキャラバン
10：00～11：30（申込不要）

■問 児童センター　　82－2069

■場・■問 吉川児童館　　72－2220

日　　　時内　　　容 場　　所

日　　時内　　　容

みんなであそぼう
6日、7日、8日
人形劇

す く す く ひ ろ ば

わ く わ く ひ ろ ば

あかちゃんひろば

おもちゃで遊ぼう
14日　人形劇
20日　1～3月生まれ
　　　 誕生会

赤ちゃんあつまれ
26日　ベビーヨガ

誕生会、大きくなったね
■持 タオル、汚れても良い服装

わくわくアンサンブルコンサ
ート（お楽しみ会）

春のあそび

　絵本の読み聞かせやふれあい遊びなど、親子で楽しいひと時を過ごし
ませんか。

総合隣保館

別所町公民館

ハートフルプラザみき

自由が丘公民館

青山公民館

教育センター　4階大研修室

青山公民館

児童センター

植田　紘平くん（6歳）　七緒ちゃん（5歳）
うえ だ こう へい な お

　申込制キャラバン（通年制）

①なかよしひろば（２歳児以上）
②ぐんぐんひろば（１歳児）
▼ 実施日
①原則第１・３水曜
　初回：４月１７日（水）
　　　　午前１０時～
②原則第３木曜
　初回：４月１８日（木）
　　　　午前１０時３０分～

■場吉川児童館
■対市内在住優先で年間を通して参
加できる①平成２５年４月２日～２９
年４月１日生まれ②平成２９年４月２
日～３０年４月１日生まれの未就園
児と保護者

■期３月３０日（土）まで
■費①５００円／期　②３００円／期
（１年３期制　学期ごとに集金）

■申 ■窓吉川児童館、児童センター
にある申込用紙に必要事項を
明記し、吉川児童館に申し込
んでください。　

■定①□抽２０組　②□抽１２組
■問・■申■込 吉川児童館

　 　 　72－2220

　チャイルドシートの貸し出し

■日３月２３日（土）
午前９時３０分～１１時

■場市役所北玄関
■期３月２２日（金）まで　
■申 ■　 ■窓　
■定 □先２５名（２／２１現在。４月分受付可）
幼児用シート（ＩＳＯＦＩＸ型も）
の寄贈をお願いします。

ボランティア募集中。
■問・■申■込（市）生活環境課

　

　高齢者生きがいセミナー

①落語が僕に元気と未来をくれた
②京都市の観光地を訪ねて
③映画鑑賞「命のビザ」
■日①３月２６日（火）
　午前１０時～１１時３０分
②３月２８日（木）
　午前９時～午後５時
③３月２９日（金）
　午前９時３０分～１１時３０分

■場高齢者福祉センターほか
■対市内在住の６０歳以上
■期３月１日（金）、４日（月）、５日（火）
■費無料（②別途負担金が必要）
■申 ■　 ■窓
■定 □抽３３名
■問・■申■込 高齢者福祉センター

　 　 　86－0800

　高齢者福祉センター
　教養講座

①いけ花　■講井上みゆきさん
②書道（かな）■講塩山重夫さん
③書道（漢字）■講井上　進さん
④水墨画　■講宮田芳数さん
⑤木彫　■講太田清美さん
⑥茶道（椅子式）■講砂川宗柚さん
■日４月開講
■場高齢者福祉センター
■対市内在住の６０歳以上
■期３月１７日（日）まで
■費５，０００円／年（教材費実費負担）
■申 ■　 ■窓
■定①～④各４５名　⑤３０名　⑥２４名
■問・■申■込 高齢者福祉センター

　 　 　86－0800

　手話通訳者養成講座
①手話通訳Ⅰ　手話通訳の基本技術
②手話通訳Ⅱ　的確な通訳援助
■日 ①５月９日～２０２０年２月１３日
　（木曜　全３６回）
　午後６時４５分～８時４５分
②５月９日～２０２０年１月２３日
　（木曜　全３４回）
　午後１時３０分～３時３０分

■場社福祉センター（加東市社）
■対①手話奉仕員養成講座を修了し
　た方
②手話通訳Ⅰを修了した方

■費テキスト代４，８５０円
■期４月１８日（木）まで
■申 ■窓 ■FAX 氏名、住所、電話番号を
明記し、申し込んでください。
詳細は問い合わせてください。

■定 □先各２０名
■問・■申■込（市）障害福祉課

　 　 　82－9943

　2019年度盲ろう者向け通訳・
　介助員養成講座

■日５月１１日～７月６日（土曜　全９回）
午前１０時～午後４時

■場ひょうご盲ろう者支援センター
■内指点字、触読手話、手書きなど
■期４月１０日（水）まで
■費５，０００円（資料教材費）
■申 ■郵 ■FAX 氏名、住所、電話・ＦＡＸ
番号、年齢、性別、職業、視覚・
聴覚障害あり・なしを明記し、
申し込んでください。

■定 □先４０名
■問・■申■込
ひょうご盲ろう者支援センター
　 078－381－8814　　078－381－8716
〒650－0022
神戸市中央区元町通5－2－20－2階

教室・講座

FAX

FAX

くらしの情報
日日時　場場所　対対象　内内容　講講師　期募集・受付期間　費費用　持持ち物　託託児　休休み
申申込（�電話　窓窓口　郵郵便　FAX ファックス　　E-mail　　インターネット）
定定員（先先着　抽定員を超えると抽選） 問問い合わせ（　電話番号・FAX ファックス・ 　E-mail）

記号の意味

ふりがな


