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小さい子どもを育てるお父さん、お母さんをサポートする『地域子育て

支援センター』を２カ所開設しています。親子の交流の場としてもご

利用ください。また、市内２つの保育園では、園庭を開放をしています。『地

域子育て支援センター』と『園庭開放』は、市内に住んでいる未就学児と保

護者なら、どなたでも無料で利用できます。

すみれひろば
（地域子育て支援センターすみれ）
四日町 234-1　☎ 055-949-0823
月～金 9:00 ～ 11:30、13:00 ～ 16:00
（祝日除く）

● 3 月の行事 ●
2日（金）　10:30 ～  ひな祭り会
6日（火）、7日（水）10:00 ～　制作
12 日（月）10:30 ～　おはなし会
16 日（金）10:30 ～　お別れ会
16日（金）10:00 ～ 11:30

発達相談の日
23日（金）10:30 ～　誕生日会
　（3 月生まれの子、要事前申込み）
27日（火）大きくなったかな

（身体測定）

■園庭開放■
　次の保育園では、園庭を開放し
ています。親子で気軽にご利用く
ださい。

 社会福祉法人護汝会  慈恩保育園
　白山堂 171-2
　☎ 0558-76-2552
　月～金 9:00 ～ 11:30（祝日除く）

 市立ひまわり保育園大仁分園
　大仁 229-1
　☎ 0558-76-1173
　月～金 9:00 ～ 11:30、
　　　　13:00～16:00（祝日除く）

たんぽぽひろば
（地域子育て支援センターたんぽぽ）
三福 295-1　☎ 0558-76-6006
月～金 9:00 ～ 11:30、13:30 ～ 16:00
（祝日除く）

▲ 3月の行事 ▲
2日（金）10:45 ～  ひな祭り会
7日（水）10:45 ～  リズムであそぼう
9日（金）10:30 ～
　　　　　　親子ふれあい遊び教室
13 日（火）10:00～11:30 発達相談の日
13 日（火）、14 日（水）、15 日（木）
　　　　  10:00 ～  作ってみよう！
21日（水）10:30 ～  育児相談デー
　　　　　　　　 （身体測定）
27 日（火）11:00 ～  星のおはなし会

●行事の時間は基本的には午前中（身体測定は午後も実施）。
●育児相談はいつでも受けます。

　　　　詳しくは各園までお問い合わせください。

【共通事項】

予防接種を受けに行くときは、必ず母子
手帳を持参してください。

　４月から、母子手帳を持参しないと予防接
種を受けられません。紛失等で母子手帳をお
持ちでない人には、母子手帳を再発行します
ので、健康づくり課までご連絡ください。
再発行開始日　3月 26日（月）から
発 行 場 所　健康づくり課
　　　　　　　（韮山福祉・保健センター内）

＊中学生・高校生で実
施する子宮頸がん、麻
しん・風しんの予防接
種でも母子手帳は必要
ですので、必ず母子手
帳を持って行ってくだ
さい。

問合せ　健康づくり課　☎ 055-949-6820

平成 11年 4月 2日～平成 18 年 4月 1日生まれ
の子どもの受給者証の有効期限は 3月 31日（土）

までです。新しい受給者証は 3月末に送付する予定
です。4月 1 日（日）からは新しい受給者証をお使
いください。更新の手続きは必要ありません。

　また、現在小学 6年生まで対象としている通院医
療費の助成を、4月 1 日（日）から中学 3年生まで
拡大します。平成 9年 4月 2日～平成 11 年 4 月 1
日生まれのお子さんで受給者証の交付手続きをした

人には、3 月末に受給者
証を送付予定です。
　まだ手続きが済んでい
ない人は、至急手続きを
してください。

　　　　　　　　問合せ　社会福祉課子育て支援室
　　　　　　　　　　　　☎ 0558-76-8008

予防接種に行くときは…

母子手帳、持った？
新しい受給者証が届きます

こども医療費受給者証

ファミリークラシックコンサート

と　き　3月25日（日）　　ところ　韮山時代劇場大ホール
出　演　一村誠也（司会・フルート）、アンサンブル・ディヴェルターズ
チケット　各公演【全席指定】一般 1,000 円　中学生以下 500 円

　ウッチャンナンチャン
の南原清隆と、九世野村
万蔵が率いる萬狂言が
タッグを組み、古典と現
代のコラボレーションが実
現 !! 豪華キャストの共演
をお楽しみに !!

現代狂言Ⅵ
～狂言とコントが結婚したら～

と　き   3 月 18 日（日）
　　　   開場 13：30
　　　   開演 14：00
ところ　 アクシスかつらぎ
　　　　大ホール
出　演　 南原清隆、野村万蔵、佐藤弘道、野々村真、

安めぐみ、市川由衣、ドロンズ石本、エネル
ギー、やるせなす、大野泰広

チケット　【全席指定】
　　　　Ｓ席 3,500 円
　　　　Ａ席 2,500 円
　　　　＊未就学のお子さんは入場できません。
問合せ　アクシスかつらぎ　☎ 055-948-0225

音楽のおくりもの 0歳からの親子コンサート

と き 3月

音
好評
発売中！

せん

好評
発売中！

②アフタヌーンコンサート
　　ゆっくりクラシックを…
　開場 13：30   開演 14：00

①わいわいコンサート
　子どもと一緒にクラシックを…
　開場 10：30   開演 11：00

　　　　＊ ３歳未満児は、保護者の膝上に限り無料。ただし、座
席を利用する場合はチケットを購入してください。

問合せ　韮山時代劇場　☎ 055-949-8600

♪乳幼児
ＯＫ

♪４歳

以上

一村誠也とアンサンブル・ディヴェルターズ

　県内外から合唱団が集い、課題曲『瑠璃色の空の下で
～江川坦庵のバラード～』（作詩／古川薫　作曲／松下
耕）と自由曲を競演します。
　『江川坦庵賞』の栄冠はどの合唱団に輝くのか？

県内外から合唱団が集 課題曲『瑠璃色 空 下

第 2回

江川坦庵合唱コンクール
響かせようハーモニー　～瑠璃色の空の下で～

と　き   3 月 11 日（日）
　　　   開場 12：00
　　　   開演 12：30
ところ　 アクシスかつらぎ大ホール
チケット　【全席自由】一般 1,000 円、高校生以下 500 円
　　　　＊ 販売は、アクシスかつらぎと韮山時代劇場

のみとなります。

問合せ　アクシスかつらぎ　☎ 055-948-0225

好評
発売中！
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