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「基本事業」、「病児・病後児保育事業」、「産前・産後サポート事業」のご利用は、事前に会員登録が必要です。
ただし、「産前・産後サポート事業」のご利用は、まず子育て世代包括支援センター（☎65－1111）にご相談ください。
ファミリー・サポート・センターでは、平日午前９時 30 分から登録受け付けをしています。登録時に利用方法などの説明をします。

※詳しくは、ファミリー・サポート・センターへお問い合わせください。

基本事業 保育所の送迎、保護者外出時の預かりなど、曜日や時間、援助内容に合う協力会員が援助を行います。 

会員登録出張所 ところ／東部子育て支援センター　持ち物／母子手帳

月～金曜日　8：30 ～17：00

5 月 16 日（月）10：00 ～ 11：30 

専用施設　キッズケアルーム「えがお」でお預かりします。( 看護師常駐 )

育児支援・家事支援を行います。※1回につき２時間まで。月～金曜日　9：00～ 17：00

病児・病後児保育事業

産前・産後サポート事業

休業日  日曜日、祝日（土曜日は電話受付のみ）☎58－3352

ファミリー・サポート・センター 利用会員 と 協力会員 が   助け合う組織 です

※お話しタイムはさくら・大藤・栄南（月曜日）、白鳥・弥生・東部（木曜日）10：30 ～・16：00 ～に行います。
※定員がある行事で、市外の方が参加を希望される場合は、各児童館にお問い合わせください。
※★マークのある行事は申し込みが必要です。

子育てに困っていること、悩んでいることありませんか？子育ての喜びや悩みを分かち合い、一緒に子育てしましょう！
★各支援センター共通　　開館時間　8：30 ～ 17：15　　休館日　土・日曜日、祝日

ひので子育て支援センター
☎66ー 0008
弥生子育て支援センター
☎65 ー 8211
東部子育て支援センター
☎52 ー 4612

電話相談 9：00 ～ 16：30
面接相談 13：00 ～ 16：30
訪問相談13：00～15：30（要予約）
臨床心理士の個別相談（要予約）

なかよしひろば、年齢にあわせて、 わくわくベ
ビー、キッズ、チャイルド、フレンズ、マタニ
ティーを行っています。（人数制限あり）
※「わくわくだより」・ホームページを通して
情報と日程をお知らせします。

相談日　月～金曜日 行　　事

※詳しくは、各子育て支援センターにお問い合わせください。

“みんなで子育て”応援します！子育て支援センター

※「じどうかんであそぼう」は毎月１回土曜日に行っています。親子で触れ合う時間を楽しんでいただくプログ
ラムです。弥富市在住の方ならどなたでも、どの児童館でも参加できます。お母さんだけでなく、お父さん・
おじいちゃん・おばあちゃんも大歓迎です。 

さくら児童館
☎65－6191

白鳥児童館
☎66－1036

栄南児童館
☎68－6266

リトミックをたのしもう 

運動あそび

弥生児童館
☎65－8107

大藤児童館
☎68－4101

東部児童館
☎52－4611

5月21日（土）
10：30～11：00

6月4日（土）
10：30～11：00

5月14日(土)
10:30～11:00

5月28日（土）
10：30～11：00

6月4日（土）
10：30～11：00

5月21日（土）
10：30～11：00

5月28日(土)
10：30～11：00

5月14日(土)
10：30～11：00

5月7日(土)
13:30～14:30
定員10名

5月7日(土)
13:30～14:30
定員10名

5月7日（土）
①9:30～10：30
②10：45～11：45
定員15名

5月7日(土)
14:00～
定員10名

5月28日（土）
14：00～16:00

5月14日（土）
14：00～16:00

5月18日(水)
16:00～17:00

5月21日（土）
14：00～16:00

5月21日（土）
14：00～16:00

5月21日（土）
14：00～16:00

5月7日（土）
①13:30～14：30
②14：30～15：30
定員各10名

5月1日～6月10日児童館だより
★各児童館共通　開館時間　9:30 ～ 18:00  　休 館  日　日曜日・祝日　

卓球をしよう
（小学生対象）

★母の日
プレゼント作り
( 小学生対象
二部制 )

将棋をしよう
( 小学生対象 )

月1回土曜日
10：30～ 11：00

★じどうかんであそぼう
（１歳児以上～
未就学児対象）

※行事によっては対象年齢が
変わりますので、各児童館に
お問い合わせください。

  西田 唯花ちゃん
にし　だ ゆい　か

2歳
（五之三町）

たくさん笑って過ごそうね♡

  佐藤 成海くん
 さ　 とう なる　 み

1歳
（富島）

おねえちゃんが大好きです♪

  川口 叶真くん
かわ  ぐち とう　 ま

2歳
（平島町）

キラキラ笑顔をありがとう

  妹背 壮良くん
いも 　せ そ　ら

1歳
（平島町）

そらくん♡1歳おめでとう！！

  白鷺 希歩ちゃん
しら　さぎ き  　ほ

1歳
（佐古木）

元気いっぱいに育ってね！

  服部 莉衣紗ちゃん
はっとり り　 い 　さ

3歳
（鯏浦町）

兄姉弟大好き♡わがまま娘。

  林 大翔くん
はやし ひ ろ　と

1歳
（六條町）

笑顔が癒し！可愛くて大好きよ♥

  古嶋 来実ちゃん
こ　 じま くる　 み

3歳
（平島東）

元気いっぱい♡3歳おめでとう

※詳しくは市ホームページまたは
　人事秘書課までお問い合わせください。子どもの写真を

載せませんか？
子どもの写真を
載せませんか？

▼応募期間　5月6日(金)～13日(金)【必着】
▼対 象 者　7月生まれで1歳～3歳までの子

ホームページでも
お写真を紹介しています！問市役所人事秘書課（内線475）

保育士（会計年度任用職員）を募集します

市役所児童課 ( 内線154)

勤務場所
募集の種類
勤務日

勤務時間

必要書類

賃金・手当など

その他

市立保育所・のびのび園（母子通園施設）
保育士　保育補助員（保育士資格なしでも可）
月～金曜日（週２日以上）

＜保育所保育士＞
8：30 ～ 16：30（7 時間）または、
8：30 ～ 17：00（7 時間 30 分）
＜保育所保育補助員（資格なしでも可）＞
14：30 ～ 19：15（うち 3 時間以上）
＜のびのび園保育士＞
9：00 ～ 15：00（6 時間程度）
※のびのび園は療育が必要な親子が通園する施設です。
(1) 弥富市会計年度任用職員登録申込書
(2) 顔写真（縦 4cm× 横 3cm 程度）
(3) 保育士証の写し
時給＜ 保 育 士 ＞1,006 円～ 1,200 円
     ＜保育補助員＞990 円～ 1,125 円
※雇用条件により、交通費・期末手当など支給あり。
勤務場所・勤務日数・勤務時間については相談に応じます。

申込方法 市役所児童課で随時受け付けします。
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