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5 LINE＠で売上をグッグッと伸ばす

西都市地域子育て支援センターつばさ館 12月号

～LINE＠を活用した集客・販促のノウハウ～
■下表については回覧の際、有効にご利用ください。

※お知らせは市ホームページでも閲覧できます。
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Information

１

案内

乳がん検診はお済みですか
乳がんは、日本人女性がかかる最も多いがんで、がんによる女性の死亡原因の上位に位置します。また、40歳以降の比較的若年層から多くみられること
が特徴です。しかし、早期発見・早期治療ができれば高い確率で治すことが可能です。
国が推奨している乳がん検診（マンモグラフィ）は、「死亡率を減少させることが科学的に証明された」有効な検診です。2年に1度は乳がん検診を受け
ましょう。例年、年度末の検診は混雑します。検診がお済みでない方は、早めに受診しましょう。
【対象者】西都市住民で30歳以上の女性の方（年度年齢）
※ただし、今年度受診されていない方、平成29年5月～平成30年2月28日
までに市の乳がん検診を受診されていない方に限ります。
（今年度41歳になる無料検診対象者の方は受診できます。）

【個別検診実施医療機関】
大塚病院

日時：平成31年1月5日(土)8時10分～11時30分まで

日時：平成31年2月27日（水）まで
火・水曜日の14時～
ブレストピア
日時：平成31年2月28日（木）まで
【料金】3,000円
宮崎病院
平日の13時30分、14時、14時30分
※西都市国民健康保険加入者 1,500円（保険証を提示）
日時：平成31年2月28日（木）まで
All About Breast
※JA 西都女性部に加入の本人・家族の方は、助成券の持参で 1,000 円の
診療時間（土日、休日も実施）
乳腺外科クリニック
補助が受けられます。
※第2・4日曜は休診
※①～⑤に該当する方は無料です。
日時：平成31年2月28日（木）まで
まつ婦人科
①満 70 歳以上の方（保険証を提示）
診療時間内
クリニック
②65 歳以上で後期高齢者医療の障害認定を受けている方（保険証を提示）
※西都市の子宮がん検診も受けることができます。
③市民税非課税世帯の方（税務課発行の世帯の課税証明書を提示）
※集団検診（保健センターに検診バスが来ます。）
④生活保護世帯の方（生活保護受給証明書を提示）
日時： 平成31年1月27日(日)、28日(月) 9時～15時30分
⑤今年度 41 歳になられる方
今年度最後です！両日とも午前中は残りわずかです。
（昭和 52 年 4 月 2 日～昭和 53 年 4 月 1 日生まれの方）
定員になり次第、受付終了となりますので早めにご予約をお願いします。
【注意事項】以下に該当する方は、検査を受けられません。
※検診当日に保険証等の提示がない場合は、自己負担金が免除されません
豊胸手術を受けた方、ペースメーカー、胸部にステント・シャント・カテー
のでご注意ください。
テル等の手術をした方、妊娠中や妊娠の可能性のある方、現在授乳中の方
※まつ婦人科クリニックに限り、授乳中の方も受診することができます。
【検診期間】平成31年2月28日（木）まで
※「平成30年度がん検診受診券はがき」（水色のはがき）のおもて面に、
“平成30年度乳がん検診受診可能”と印字されている方のみ、今年度受診で
【検査内容】問診、マンモグラフィ（乳房Ｘ線）検査、超音波検査
きます。はがきで確認できない場合は、健康推進係へお問い合わせください。
【申込先】健康管理課 健康推進係

43-1146

鶴田病院

（文書取扱・問合せ：健康管理課 健康推進係 43-1146）

空き店舗を活用してみませんか「西都市商店街空き店舗活用推進事業補助金 (募集)」の案内
市では、空き店舗を有効活用して商店街の機能充実や活性化にチャレンジする事業者や市民団体等を支援していくための補助金制度を設けています。
商店街活性化の独自のアイデア等ありましたら、是非、ご応募ください。
1．対象店舗
商店会等に所在する商店街の空き店舗が対象となります。
※空き店舗とは、過去に営業していた実績があり、過去 3 ヶ月以上営業が行われていない店舗をいいます。詳しくは商工観光課までおたずねください。
2．補助事業者
対象店舗に出店する事業者で、次の各号に該当することが必要です。 次に掲げる事業及び事業者等は補助金交付の対象となりません。
○市税等の滞納がないこと
●法令に違反するもの
○対象店舗の所有者、所有者の配偶者及び二親等内の血族又は姻族
●宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主
並びに所有者と生計を一にする者でないこと
な目的とするもの
○業種は、原則として物販、飲食又はサービスを主としたものであ
●政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主な目的とす
ること
るもの
○原則として週 5 日以上、昼間（午前 10 時から午後 5 時までをいう） ●特定の公職の候補者（当該候補者になろうとする者を含む）若しくは公職
営業ができ、かつ、出店後 2 年以上継続して営業ができること
にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的と
○直接、営業に携わること
するもの
○既に市内の店舗において事業を営んでいる場合においては、当該
●法律に規定する暴力団、又は暴力団やその構成員の統制下にある団体
店舗の移転ではないこと
●前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
3．補助の内容
当該対象店舗の開業に必要な改装・設備資金及び月額家賃（敷金、仲介手数料等賃貸借契約に関する諸費用を除く）
開業資金 開業に必要な改装・設備経費の 2 分の 1 以内の額（千円未満は切り捨てる）
上限 50 万円 ※初回限り
1 年 目
家
賃 月額家賃の 10 分の 8 に相当する金額（千円未満は切り捨てる）
上限 8 万円
2 年 目
家
賃 月額家賃の 10 分の 5 に相当する金額（千円未満は切り捨てる）
上限 5 万円
4．補助申請の募集期間
12 月 28 日（金）まで ※申請用紙は商工観光課 商工振興係にあります。
募集後に審査会を行い、補助事業者を決定します。審査会の開催日は未定ですが、平成 31 年 1 月下旬開催を検討中です。
5．その他
申請者には、補助申請後、事業内容のプレゼンテーションを行っていただきます（後日、日程につきましてご連絡します）。

（文書取扱・問合せ：商工観光課 商工振興係 43-3222）
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案内

Information

障害者控除対象者認定書の交付について
障害者手帳の交付を受けていなくても、市が障がい者に準じると認めた
場合、税の控除（障害者控除）を受けることが可能です。このためには申
請にもとづき市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
※すでに「身体障害者手帳などで控除を受けている方」及び「本人又は
扶養義務者が非課税で申告する必要のない方」は、障害者控除対象者
認定書は必要ありませんのでご注意ください。
１． 認定の対象者
市内在住の方で次の①～③の全てに該当する方
①寝たきり、認知症及び身体障がいにより日常生活に一定基準以上の
支障がある６５歳以上の方
②身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手
帳・原爆認定書を所持していない方
③本人又は扶養者で税の控除が必要な方
２． 認定基準日
所得控除を受けようとする対象年の１２月３１日で判定
３． 申請方法
申請書を福祉事務所 高齢者福祉係に提出（郵送可）
※申請書は福祉事務所窓口にて受取か市ホームページ（申請書ダウン
ロード）から印刷が可能です。
４． 申請者
本人または家族（申請者が本人でない場合、対象者、申請者それぞれ
の認印が必要です。）
５． 交付方法
申請書受理後、障がい状態を確認・審査のうえ後日受取となります。
郵送希望の方は返信用封筒をご用意ください。

（文書取扱・問合せ：福祉事務所 高齢者福祉係 ３２－１０１０）

３

案内

個人番号（マイナンバー）カードの
受け取りについて
個人番号（マイナンバー）カードの申請をされた方に、カード交付の準
備が整い次第、受け取りについてのハガキ（個人番号カード交付通知書）
を郵送しております。
ハガキが届きましたら、市民課 市民窓口係（４３－３６２３）まで早め
の電話予約をお願いします。
交付には、暗証番号の設定など、一人当たり３０分程度かかる見込みで
す。待ち時間の短縮のためにも事前の予約をお願いします。
◎申請者本人が受け取りにお越しください。
◎持参いただく書類については予約の際にご説明いたします。

なお、平日ご都合が合わない方は
１２月 ９日（日）９時～１２時（要予約）
平成３１年 １月１３日（日）９時～１２時（要予約）
で、受け取りが可能です。
※必ず事前に予約をお願いします。

（文書取扱・問合せ：市民課

４３－３６２３）

平成30年度 西都市歴史民俗資料館企画展
「木喰上人と西都」の開催について
江戸時代後期の遊行僧で、全国に神仏像や書画を残した木喰上人は、日
向国分寺を拠点として、約10年間この地に滞在しました。木喰上人が旅先
で最も長く過ごした場所となります。そのため、西都市には多くの作品や
伝承が残されています。
本年は木喰上人生誕300年を迎える記念の年で、西都市と木喰上人とのゆ
かりや、現在に伝わる神仏像・書画の展示を行い、その魅力を広く発信し
たいと思います。是非、ご来館ください。
期
間：１２月５日(水)から平成３１年３月３日(日)
会
場：西都市歴史民俗資料館・木喰五智館 入場無料
開館時間：９時～１７時(入館は１６時３０分まで)
休 館 日：月曜日・国民の休日・１２月２８日（金）～１月３日（木）
展示内容：木喰自刻像・弘法大師坐像・唐獅子文様花立・牡丹文様花立
(以上本館所蔵)・大黒天像(宮崎県立総合博物館所蔵)・地蔵
菩薩坐像(市内個人所蔵)・神号書幅(市内個人所蔵)・大黒天
年徳軸(市内個人所蔵)・彌勒祐徳先生が描いた木喰上人関連
作品18点・解説パネルなど
期間限定：平成３１年２月１日(金)～１０日(日)
特別展示：日向市指定文化財 木喰上人筆「利剣六字名号」掛軸
(平岩地蔵尊奉賛会所蔵)
講 演 会：平成３１年２月３日(日) １３時３０分～１５時
西都市文化ホール(コミュニティプラザ パオ３階)
講師 前田 博仁 氏 (宮崎民俗学会会長)
テーマ 「宮崎県内における木喰上人の足跡」
【問い合わせ】社会教育課 文化財係 ４３－０８４６
（文書取扱：社会教育課 文化財係）

Information

「第33回 一夜の歌声喫茶」開催
西都市民会館において、以下のとおり第３３回目となる「一夜の歌声喫
茶」が開催されます。多くの方のご参加をお待ちしております。
【日 時】 １２月１６日（日） 開場：１３時 開演：１３時３０分
【会 場】 西都市民会館
【料 金】 ４５０円（電話申込） ※当日は５００円
【対象者】 どなたでも参加可能
【内 容】 童謡、青春歌謡、フォークソングなどを全員で歌います。
２２０曲の歌集の中からリクエストをどうぞ。
（アコーディオン・大正琴・キーボード・ベースなど、伴奏は
プロのミュージシャンです。）
【主 催】 西都市レクリエーション協会
【問合せ及びチケット】080-5065-5932（西都市レク事務局・松下）
※福祉施設よりの団体参加は、あらかじめ事務局へご連絡ください。
（文書取扱：社会教育課）

西都おもちゃライブラリー
クリスマス会開催のお知らせ
おもちゃライブラリーのクリスマス会を開催します！！
様々なおもちゃで遊びながら、楽しいひとときを過ごしてみませんか？
どなたでも無料で参加できます。
【日 時】 12月22日（土） 13時30分～15時
【場 所】 西都市生きがい交流広場（妻町1丁目73番地）
【内 容】 参加者同士のふれあい交流やゲーム、サンタさんからのプレゼ
ントなどもありますよ！
【西都おもちゃライブラリー通常開館日】
毎週木曜日 10時～12時、毎週土曜日 10時～12時・13時～15時
【問い合わせ先】社会福祉法人 西都市社会福祉協議会
地域福祉活動おうえんセンター 地域福祉係（担当：三谷） 32-0910
（文書取扱：福祉事務所）
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催し・講座
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田舎ほどテクノロジーを！人手不足はITで解消しましょう！

LINE＠で売上をグッグッと伸ばす
～LINE＠を活用した集客・販促のノウハウ～
スマホの普及により、多種多様なSNSが生まれ、お客様の購買動向は変化
しています。上手にITを活用すればお金をかけずに集客や顧客開拓に繋げ
られるチャンスです。本セミナーでは、ほとんどのスマホにインストール
されメールに代わるインフラとなり国内で7600万人が利用しているLINEを
ビジネスに活かす手法を伝授します。LINE@の基本を学ぶとともに収益に繋
げる具体的なテックニックも紹介します。
【内

容】①LINE@の基本
②LINE@を始める前にやるべきことと始め方
③LINE@で友達を増やす告知のテクニック
④実店舗へ圧倒的に集客するLINE@の成功事例
⑤売上が2～3倍になるLINE@の問合せボタン等々
他にもお役立ち情報盛りだくさんです。
【日 時】平成31年１月11日(金) 14時～17時
【受講料】会員2,000円 非会員5,000円
【会 場】西都商工会議所 ２階研修室
【定 員】限定20名（先着順）※１企業１名
【講 師】イーンスパイア㈱代表取締役 ネットビジネスアナリスト
長岡造形大学情報リテラシー講師
「ネットビジネス業界最強の家庭教師の異名を持つネットビジ
ネスアナリスト」 横田 秀珠 氏
【申込・問合せ】西都商工会議所 中小企業相談所 担当：川上
TEL：43-2111 FAX：43-5722

（文書取扱：商工観光課）

５

催し・講座

働く婦人の家 主催 「アラカルト料理」講座
～スクエアチョコブラウニー～
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊
毎回違うジャンルの料理を単発形式で学べる料理講座を開催します。
今回は『スクエアチョコブラウニー』。バレンタイン用に、または自分
へのご褒美用に、濃厚なチョコブラウニーを手作りしてみませんか？
【開講日】平成31年1月19日(土) 10時～13時
【場 所】西都市働く婦人の家（コミュニティプラザパオ2階）
【条 件】西都市に在住、在勤の方ならどなたでも参加できます。
【材料費】1,000円程度
【持参品】エプロン、タッパー、筆記用具
【定 員】10名（応募者多数の場合は事務局による抽選となります）
◆申込み◆
○窓口で直接か、往復はがき・FAXでお申込みください。
○往復はがき・FAXの場合、必要事項をご記入の上、「〒881-0012
西都市小野崎1-66西都市働く婦人の家」までご応募ください。
※必要事項…①講座名「アラカルト料理」とご記入ください。
②氏名（ﾌﾘｶﾞﾅ）、③住所、④電話・FAX番号、⑤年齢
⑥区分（女性労働者、主婦、男性、その他のいずれか）
⑦講座をどこで知ったかをご記入ください。
※返信はがきの裏面には、何も記入しないでください。
○受付時間 月～金曜 9時30分～20時まで
土
曜 9時30分～16時まで（日曜・祝日は休館）
○受付期間 12月1日(土)～26日(水) ※最終日消印有効
○問合せ先 西都市働く婦人の家 TEL.32-6300 FAX.32-6333

（文書取扱：商工観光課）

～新春スポーツ懇談会のご案内～

平成30年度西都市文化ホール文化事業

パネルディスカッションを開催します

第12回あいそめカラコンまつり参加者募集
＊さいとくポイント進呈対象事業です＊

スポーツをする各世代ともに競技人口・団体の減少により競技力が低迷
するなか、異なる世代の視点で様々な発見を目的に、「これからの西都市
のスポーツを考える」と題して、パネルディスカッションを開催いたしま
す。皆様、お誘い合わせの上、お気軽にご来場下さい。
【日

時】平成３１年１月１８日（金） 開会１８時３０分（約１時間）

【会

場】西都市文化ホール（パオ内）

【入場料】無料

性別や曲のジャンルを問わず、どなたでも参加できる楽しいカラオケま
つりです。
ＬＥＤの色鮮やかなスポットライトに照らされ、皆さんもスター気分に
なって歌いましょう。どうぞふるってご参加ください。

【日

時】

平成31年2月17日（日） 開場 9時／開演 10時

【会

場】

西都市文化ホール（コミュニティプラザパオ3階）

【参加申込】 申込書に必要事項をご記入の上、参加料金を添えて、西都

【登壇者】○コーディネーター
西都市体育協会理事長
○パネリスト
西都市長
新宮崎県立妻高等学校
宮崎県立妻高等学校教諭
西都児湯地区中学校体育連盟会長
西都市スポーツ少年団本部長
西都市体育協会会長

市文化ホール事務所（西都市働く婦人の家内）にお申込み
ください。

馬渡 和利
押川 修一郎
岩切
緒方
合田
相澤

昭二郎
俊郎
浩敏
潔

【参加料金】

3,000円（デュエットは2名で3,500円）

【募集人数】

90名 ※ただし、定員になり次第締め切ります。

【申込期間】

12月15日（土）～平成31年1月15日（火）まで
※日曜・祝日は除く

【受付時間】 平日：9時30分～20時 土曜日：9時30分～16時
【問合せ先】 西都市文化ホール事務所（西都市働く婦人の家内）
TEL

【問合せ】西都市体育協会事務局（スポーツ振興課内）４３－３４７８

（文書取扱：商工観光課）

（文書取扱：スポーツ振興課）

Information

32-6300 FAX 32-6333

６

催し・講座／募集

Information

７

中小企業大学校人吉校

募集

研修のご案内

中小企業の持続的な成長にとって、人材育成は欠かせません。
全国９か所の中小企業大学校では、経営者や後継者などの方々を対象に多彩な研修メニューをご提供します。
中小企業大学校人吉校では平成３１年１～２月開講コースの受講生を募集しています。
コース№
研修テーマ及び実施日程
期間

受講料

定員

25

チームマネジメント強化講座
平成31年1月9日（水）～11日（金）

3日間

31,000円

30名

26

可能性を切り拓く 新規顧客開拓
平成31年1月16日（水）～18日（金）

3日間

31,000円

30名

27

目標を実現する 利益・資金計画の考え方と進め方
平成31年1月21日（月）～22日（火）・2月21日（木）～22日（金）

全4日間
（2日間×2回）

38,000円

30名

28

女性管理者養成研修
平成31年1月23日（水）～25日（金）

3日間

31,000円

25名

29

九州・沖縄経営者塾【宮崎教室】
平成31年1月23日（水）

1日間

16,000円

30名

30

農業のビジネス化推進研修
平成31年2月4日（月）～5日（火）

2日間

22,000円

35名

期間

受講料

定員

全4日間

35,000円

15名

【サテライト・ゼミ】
コース№
84

研修テーマ及び実施日程

経営管理者養成ゼミ（基礎編）【冬季】
平成31年1月17日（木）～2月21日（木）

【お問い合せ先】

独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部 中小企業大学校人吉校 研修課
〒868-0021 熊本県人吉市鬼木町梢山 1769-1 TEL：0966-23-6800 FAX：0966-22-1456
電子メール：hito-kenshu@smrj.go.jp
（文書取扱：商工観光課）

平成31年度 新田原基地モニター募集について
新田原基地では、基地内研修、他自衛隊の研修を通じ防衛および新田原基地に対する認識を深めてもらうとともに、基地に対する御意見および御要望
を伺って基地の運営に反映させることを目的として、平成３１年度新田原基地モニターを募集します。
１

モニター委嘱期間

２

応募人員

平成３１年４月から平成３２年３月まで

１０名

３

活動内容（基準）
(1) 平日における新田原基地研修
（研修時間：９時～１６時、研修回数：期間中４回程度(基準)）
(2) 基地行事への参加、会議への出席およびアンケート調査への協力

４

応募資格
宮崎市、西都市、新富町、高鍋町、木城町に在住し、基地広報行事等（基地祭、基地見学等）への参加、基地モニター会議への出席およびアンケート調
査への協力、自衛隊および新田原基地の諸政策に対する意見等の提出ができる方で防衛及び航空自衛隊に関心のある方。
ただし、国会議員および地方公共団体の議会の議員、常勤の国家公務員および地方公務員の方を除く。

５

応募方法
次の事項を記入して、１月１１日（金）必着で以下の送付先まで郵送してください。
(1) 郵便番号・住所 (2) 氏名（ふりがな）(3) 性別 (4) 生年月日 (5)年齢 (6) 職業

(7) 電話番号

(8) モニター希望の理由

６

選考
書類および面接にて選考いたします。面接日の調整については、後日御連絡させていただきます。
７ 送付先
〒８８９－１４９２ 児湯郡新富町大字新田１９５８１
航空自衛隊新田原基地 広報班 宛
８ その他 委嘱の通知については、３月中旬までに選考させていただいた方に御連絡いたします。
【問合わせ先】新田原基地 広報班 ３５－１１２１（内線５２９３）

Information

（文書取扱：危機管理課）

８

募集

Information

平成30年度 生涯学習フェスティバル
作品展示・舞台発表の団体募集
生涯学習フェスティバルにおける作品展示団体および舞台発表団体の募
集をします。市内で活動している生涯学習関連団体の皆さん、作品展示や
舞台発表などにより日頃の活動の成果を披露してみませんか！
希望する団体はぜひ申込みをしていただきますようお願い致します。
開催期間：平成３１年３月３日（日）～９日（土）
開催内容：作品展示（３月２日搬入、３日～９日の７日間展示）
舞台発表（３月２日リハーサル、３日発表）
開催場所：西都市公民館（作品展示）
西都市文化ホール（舞台発表）
募集予定：作品展示１０団体程度、舞台発表 １０団体程度
そ の 他：詳細につきましては後日申込者に連絡します。
実行委員としてイベントの運営に協力をお願いします。
【申込方法】市公民館および地区公民館に備え付けてある応募用紙に必要
事項を記入して申し込んで下さい。
（受付時間）平日の８時３０分から１７時１５分まで
※土日は除く
（申込締切）１２月１４日（金）まで

（文書取扱・問合せ：社会教育課 社会教育係 ４３－３４７９）

９

募集

市営住宅の入居者募集について
○「定期募集(抽選会)」について
１．抽選会開催月（奇数月）：５月・７月・９月・１１月・１月・３月
２．抽選会日時・会場
：毎回２０日前後、午前１０時開始、
西都市コミュニティセンターにて
３．入居申込
・申込用紙を記入の上、必要書類（住民票、所得証明書等）を添付し
てお申し込みください。
・申込受付月以降の直近開催月から抽選会に参加できます。
※１月抽選については、１２月末までに申込完了の方が対象
４．抽選会開催の通知
・入居希望住宅が空家になった場合に、抽選会参加者として抽選会の
詳しい情報（空家状況、開催日時等）を通知します。
○「随時募集」について
申込順に入居受付を行う随時募集も行っております。随時募集住宅の最
新の情報は以下までお問い合わせください。今回の定期募集住宅のうち、
一部の住宅について入居希望がない場合、抽選会終了後、随時募集に切り
替えます。なお、定期募集との同時の申込みはできませんのでご注意下さ
い。
※市営住宅の空き家数について
（平成30年11月16日現在）
住宅名
空家数 住宅名 空家数
住宅名
空家数
三宅
９ 国分
１ 宮之下
１
稚児ヶ池
５５ 島内
０ 鹿野田
８
稚児ヶ池南
４ 南方
２３ 山田
８
酒元
９ 杉安
６ 都於郡
０
妻東
４ 椿原
５ 岩崎
１
白馬
３ たて野
１ 再開発
５
瀬口
６ 札の元
１ 合計
１５０
（文書取扱・問合せ：建築住宅課 住宅係 ４３－０３７９）

西都市青少年育成センタ―便り

西都市地域子育て支援センターつばさ館

いじめや差別をしない心、許さない心、
見逃さない目をもちましょう。
○「いじめを受けている」と感じる人がいれば、そこには『いじめ』が存
在しているのです。
○する側は、ちょっとしたいたずらや意地悪だと思っていても、受ける側
には、それがくり返し続けば『いじめ』なのです。
○『いじめ』は、いじめる側にいかなる理由も言い訳も成立せず１００％
いじめる側が悪いと考えましょう。
○無視や仲間はずしも『いじめ』です。
☆子どもが、いじめる側にもいじめられる側にも立たないように親がアン
テナを張って見守りましょう。そして、まずは親自身が偏見をもたず
【いじめや差別は絶対にしない、許さない】という態度を子どもに示し
ていくことが大切です。
子どものことで悩みはありませんか。
気軽にお電話ください。

相 談 電 話

しん

みに

４

３

－

い

ろ

い

ろ

１

６

１

６

原則として、火・水・木曜日の午後１時～４時まで

（文書取扱・問合せ：西都市青少年育成センタ―
≪社会教育課内 ４３－３４７９≫）

Information

平成３０年１２月号
☆子育て支援センターは、主に家庭で子育てをしている保護者とお子さん
が集まり、情報交換したり、お子さんと一緒にみんなで遊べる交流の場
です！！（利用料は無料です）
<12月の行事予定>
３日（月）12月の製作
※～今月中 随時
４日（火）給食試食会（予約制）
※１食３５０円
５日（水）助産師さんに聞いてみよう AM10：00～12：00
（身体測定＆手形足形をとる成長記録会も実施します）
６日（木）誕生会（12月生まれ）
AM10：30～
10日（月）クリスマス製作
※～21日（金）まで随時
12日（水）にこにこ広場（パオ）
AM10：30～
14日（金）リトミック
AM10：30～
18日（火）親子クッキング（予約制） ※参加費１５０円
19日（水）アタッチメントベビーマッサージ ※予約制
（参加費:500円 オイル代込み）AM10：30～
20日（木）おでかけ支援（生きがい交流広場）AM10：30～
21日（金）つばさ館カフェ（予約制） AM10：30頃～参加費200円
25日（火）英語で遊ぼう～クリスマス会～（予約制） AM10:30～
26日（水）給食試食会(予約制)
※１食３５０円
※ベビーフォトの日程・時間は、つばさ館だよりをご覧ください。
【12月29日（土）～1月3日（木）の間、つばさ館はお休みします】
◆支援センターつばさ館概要（駐車場は横にあります）
【住
所】 西都市白馬町３番地（認定こども園こどもの家敷地内）
【連 絡 先】 ＴＥＬ：４３－１０４９ ＦＡＸ：４３－１０７９
【利 用 時 間】 月曜～金曜9時～15時 土曜9時～12時（育児相談可）
【子育て相談】 電話・来園・訪問でのご相談をお受けします（随時）。
【一 時 保 育】 料金・時間は１時間単位でのお預かりになります。
詳しいお問い合わせはお電話ください。
（・１時間→３５０円 ・４時間→１２００円です）
【育児情報誌】 毎月１回 活動内容の情報発信（つばさ館便り）
（文書取扱：福祉事務所）

10

その他

