
健康づくり課からのお知らせ　 ■５７－２２３３（保健福祉センター１Ｆ）

■５６－１１８４（市役所２F 保育課）
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▲※小糸保育園の送迎バスは清和方
面のみの運行となります。

場　所 内　容

保育園・認定こども園のご案内

パパママクラス

３２－１４１６ 6か月から

令 和 4 年

９月号(2022年)

子育てに関する相談窓口の案内、事業やイベント等の情報
を紹介しています。市ホームページからもご覧になれま
す。

君津市子育て通信
No１８1

事業名 日　　　時　(受付)

保健福祉
センター

29（木）
※28（水）までに要

予約

次回10月予定

ピカピカはみがき教室

15（木）
※7日前までに

要予約

27（火）
保健福祉
センター

幼児期の歯のお手入れ＆幼児
食への進め方の集団教室

保 育 園 名 所 在 地 連 絡 先 保育開始

１０か月から

２か月から

かずさあけぼの保育園（一時保育あり） 広岡９５５－３

中保育園（一時保育あり） 中島２５２－１ ３２－２１９８

３５－２１０１小櫃保育園 末吉４３７－１

２か月から

上湯江１７１６－１

南子安保育園

２か月から

常代保育園 常代２－１５－１ ５２－７０００ ２か月から

内蓑輪６１－１

２か月から

マタニティクラス

AIAI  NURSERY 君津園 北子安5-1-8

君津市子育て世代包括支援センター　すこやか親子サポート　「つみき」
妊娠期から子育て期にある皆さんに寄り添い、支援していく窓口です。妊娠出産・育児の不安、
子育てに関する質問など何でも気軽にお話しください。助産師・保健師・看護師・管理栄養士
・歯科衛生士などの専門職が、皆さんをお待ちしています。
母乳相談もお受けしています。

所在地：君津市久保３丁目１番１号　君津市保健福祉センター１階　健康づくり課内
開設日：月～金曜日（※祝日・年末年始を除く）８時３０分～１７時１５分
電話：0439-57-2233
相談専用ダイヤル　0439-57-0120

５７日から

人見こども園(一時保育あり） 人見４－１１－２８

1（木）
7（水）

※
要
予
約

★園庭開放
利用時間　
15：00～16：00
★育児相談
電話（月～金曜日9:30～
16:30）や来園、電話予約によ
る育児相談を受け付けていま
す。
★子育て支援サイト
　　　一時預かり保育
(ご利用する際は各園にお問合
せください）

https://www.city.kimitsu.lg.jp
/site/kosodate/1617.htmlウェルネス保育園君津

５２－７９６３ １０か月から

３２－３７１６ ２か月から

２か月から

３２－１１５０ 6か月から

高坂１－１１ ５２－０２０９

２か月から

君津保育園

南子安３－２７－１

５２－２６８２

お子さんの心や体などの発達について気になることはありませんか。子どもの発達の専門家が相談に応じます。こどもの発達相談

５２－０２２６ １０か月から

２９－２０６１ １０か月から

小糸保育園 大井戸４６７－２

　1歳6か月児健康診査

　３歳児健康診査

一時保
育

　すくすく赤ちゃん教室

５２－５１７０

５２－０００６久保保育園

内箕輪保育園

台２－１５－１６

上湯江保育園

３２－１９７３

サンライズキッズ保育園君津園（一時保育あり）

スクルドエンジェル保育園もくし園 杢師4-7-3

中野５－１１－１５

中野35-8

宮下２－２５－１ ３２－１２６１宮下どろんこ保育園（一時保育あり）

３２－１０３２スキップ小規模保育園 ２か月から

２か月から

美和幼稚園 西坂田-12-15 ５２－７１２８ 10か月から

050-5807-2294東坂田1-5-10メディックビル２F

2か月からスクルドエンジェル保育園南久保園 南久保2-14-5富士フィーストビル３F ２９－６９０８

上総地域交流
センター

のびのび育児相談

9(金)

検索

便利な母子手帳アプリを

ご活用ください。



私立幼稚園 からのお知らせ ■お問い合わせは各幼稚園へ

子育て支援拠点・ひろば からのお知らせ ■お問い合わせは各施設へ

月
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はっぴーフロアー

どろんこ遊び

子育て支援室コアラルーム　　　■３５－４５０３（末吉４３７－１ 小櫃保育園内）
開所時間　9：00～15：00　利用は予約制としております。

園庭開放
子育て相談

絵本紹介 自由遊び

自然食堂
（手作りパン）

園庭開放
子育て相談

園庭開放
子育て相談
園庭開放

子育て相談

はっぴーフロアー はっぴーフロアー

はっぴーフロアー

園庭開放
子育て相談

月曜日

どろんこ遊び

敬老の日 自由遊び

ちきんえっぐ　　■32-1261　　　君津市宮下2-25-1　　宮下どろんこ保育園内
　　　　ご利用時間:　9:30～15:00　　　子育て相談　9：30～16：30

秋分の日 お誕生会

砂遊び
どろんこ遊び

縄跳び遊び

木

11時～　おはなし会

君津市生涯学習交流センター児童室　「こっこるーむ」   ■50-3980　（久保２－１３－２）
開所時間　月～金曜日　9：00～11：30　13：00～16：00

月 水

園庭開放
子育て相談

館内整理日敬老の日

体操しよう 体操しよう

園庭開放

こいとプレイルーム「ひなたぼっこ」　　　■３２－２１８４（糠田５５ 小糸公民館内）
開所時間　10：00～12：00　13：30～16：30

　催し　
ぽぷら文庫

内容

すべての子どもたちが自由に遊べる室内遊び場です。一人でも大勢でも構いません。大きい子も小さい子も一緒に遊
べるお部屋です。月～土はつどいの広場サポーターもお手伝いしています。

日時

11時～　お話し会

11時～
今日の絵本は何かな？

10時～　
ベビーマッサージ

ぜひ皆さんお立ち寄りくださ
い。山口まりこさんお話会 22(木）10:45～11:15

11時～　話し会 11時～　おはなし会

15(木）10:45～11:15

水

縄跳び遊び ヨガ＆ママトーク

水曜日 金曜日

園庭開放
子育て相談

園庭開放
子育て相談

園庭開放
子育て相談

園庭開放
子育て相談

園庭開放
子育て相談

園庭開放

園庭開放
子育て相談

土

絵本紹介

子育てサロンお
びつな

はっぴーフロアー

☆絵本の会

敬老の日

園庭開放

☆わらべうたで遊
ぼう♪

木

はっぴーフロアー
絵本

園庭開放
園庭開放

子育て相談
園庭開放

子育て相談

出前保育＠
内箕輪運動公園

月 火

芸術学校（泥ねん
どあそび）

木 金

青空保育＠
宮下公園

出前保育＠
八重原公民館

ヨガとトークで心と身体をリフレッシュ。少
しの時間、子どもから離れて自分の時間をつ
くってみませんか。

こどもが好きな本、自分が好きだった本、ど
んな本でも構いません。好きな本を持ち寄っ
て紹介し会いましょう。

9/28（水）9月生まれのお誕生会

保育園未満児園庭の砂場を借りて遊びます。

自由あそび

はっぴーフロアー
育児講座

自由あそび

はっぴーフロアー
はっぴーフロアー

絵本
はっぴーフロアー

はっぴーフロアー はっぴーフロアー

自由あそび

自由あそび 自由あそび ☆紙しばいの会

自由あそび

自由あそび
☆講習会「子どもの上

手な𠮟り方講座」

自由あそび

自由あそび

金 ※昼食不可
電話相談（はっぴーテレフォ
ン）：月曜～金曜日　9:00～
16:00
☆ダンスを踊ろう！！
６（月）１５（水）２７（月）
は「はっぴー体操」など楽しい
音楽に合わせて親子で沢山楽し
みましょう。

はっぴーフロアー

はっぴーフロアー
はっぴーフロアー

折り紙

敬老の日
はっぴーフロアー

紙芝居
はっぴーフロアー

制作
はっぴーフロアー 秋分の日

自由あそび

http://www.kururi-catholic-kg.jp/

絵本の会

清和大学付属八重原幼稚園
ころころくらぶ

私立幼稚園では、就学前ひろば（未就園児教室）を行っています。

内　　容

制作やおやつ等にかかる費用、持ち物は幼稚園によって異なりますので、詳しくは各幼稚園へお問い合わせください。
就園前ひろば 所在地・連絡先

入園前のお子様と保護者の方が一緒に遊び、学ぶひろばです。どなたでも参加できます。

日　　時

金

自由あそび
☆9月の制作「アンパン

マンを作ろう」

暁星君津幼稚園
ぴよぴよクラブ

http://www.kidslink.jp/gyoseikimitsu/

久留里カトリック幼稚園
母と子のひよこグループ

＆園庭・園舎開放

大和田３２４
５２－０７５７

1（木）13：30～14：30
英語の先生から英語を教えてもらいま
しょう

自然食堂
（給食体験）

秋分の日

自由遊び

☆講習会「楽しく作る
ライフプラン表」 自由あそび

南子安１３７７
５２－１３２８

ひまわり教室/なのはな教室/たんぽぽ教
室を開催
1歳児教室：ママと話そう

久留里市場６９８
２７－２０５５

9（金）/14（水）/16（金）
10：00～11：00
1歳児：2（金）

母と子のひよこグループ6・13・20・27（火）

https://yaehara.seiwa-kinder.jp/

君津市子育て支援センター　　■５７－６０３９　（南子安１－２－１７）　
★開館時間は、９:００～１5:００（自由あそび）です！　☆印は10：30～/おもちゃ病院は9：30～12：00）

土

紙しばいの会

日 火 水 木

自由あそび自由あそび
☆講習会「がん検

診の大切さ」

はっぴーフロアー
絵本

はっぴーフロアー

きみつこどもセンター　はっぴー　　■57-0728　（高坂1-11　君津保育園内）
開所時間　　9:30～12:30/14:00～15:00　(12:30～14:00はクリーンタイム）

月 火 水

自由あそび

☆紙しばいの会秋分の日

～利用案内～

月～金曜日、利用時間は、

9：00～11：30 13：00～16：00

土・日・祝日はこっこるーむはお休みです。

館内整理日：9/2（火）・3（水）・22

（月）は、お休みです。



■お母さん同士子育てをしながら活動しているサークルです。

派遣

ばぁばん家お楽しみ会

催　　し

10：00～11：45 お楽しみ

しばらくお休みプチおしゃべり会 2～3歳くらいの幼児を持つママ

12

ばぁばん家

０歳からの子どもとママを応援します。心と体をいっぱい使った遊び（表現遊び・大型紙芝居・パネルシアター等）を提供します。

第３水曜日 10:00～12:00

第３木曜日

月

日　　時

あそびの出前

平日

遊びサポーターぐるんぱ

開園日
月曜～金曜日

皆さんに会える日を楽しみにしてい
ます！準備中です。

場　　所

毎月第2,4金曜日
10:00～12:00

多胎育児サークル・ジェミニクラブ

小学校低学年までと
保護者

10:00～12:00

名　　称

月２回赤ちゃん～未就園児を中心におさがりをもらえたり、多児ならではの悩みやお
話ができたり、長期のお休みの時は幼稚園生や小学生にあがったメンバーとの交流な
どもあり、にぎやかに活動しています♪

高機能自閉症・アスペルガー症候群・ADHD・LDの方を中心に
参加費：700円/回

10：00～14：00

知的障害を伴う方を中心に
参加費：700円/回

青野
070-1470-2749

通園

高機能茶話会

内　　容

児童発達支援センター　きみつ愛児園　

周南公民館

七色の会 10:00～12:00

未就園児と保護者
５２－４９１５

利用方法・内容

子育てサークルからのお知らせ

催　　し

開園日
午前８時３０分から

午後５時まで

①つくしんぼ教室…親子による小集団活動
　５月～２月（８月をのぞく）木曜日午後２時３０分から３時３０分
②一日体験…一日を通して園を体験します。
　活動体験…親子で活動を体験します。（午前１０時から１１時３０分）
③個別相談
④個別療育≪機能訓練≫

房総のふたご&みつごちゃん集まれ～♪現在は活動を中止しております。

ママの笑顔を考える会

年齢に応じた遊びを親子で楽しみます。

内　　容 会場・連絡先

興味のある方はお電話にてお問い合わせくだ
さい。

にこにこママ笑顔

地域子育て支援者による預かり（１時間500円）
しばらくお休み まーったりおしゃべりたいむ

支援項目

学校に行きたいけれど登校するきかっけがつかめない。そんな辛い思いをして悩んでいる小中学生のために、「きみつメイト」はありま
す。クラスメイトや先生の待つ学校に復帰できるようにとの願いから開設している教室です。
所在地：君津市糠田103-1　☎・FAX　0439-32-5511
問合せ先：君津市教育センター　（市役所６階）　君津市久保2-13-1　☎0439-56-1618

君津地区自閉症協会にじの会

療育相談会

発達支援　つむぎ　宮下ルーム　

無料

内　　容

相談支援

Ｃｈａｔｔｙ

自閉症スペクトラムやアスペルガー症候群は先天的な発達障害の一つです。一見ごく普通の子と変わりありませんが、コ
ミュニケーションが苦手だったり、じっと座っていられなかったりで「困った子」「変わった子」「親の育て方が悪い」な
どと周囲から誤解されることが少なくありません。家庭や学校、地域など周囲が発達障害の特徴を理解し、きめ細やかで適
切な対応により、彼らも成長していきます。みんなと同じように生きがいを持って楽しく生活を送ってほしい…親の切なる
思いです。お子さんのことを一緒に考えてみませんか？当協会顧問の植田照美先生が一つ一つ丁寧に相談にのります。地域
にあった療育を温かい雰囲気の中で見つけ出しましょう。

日　　時

君津市適応指導教室　　きみつメイト

日時
利用の仕方①電話予約②面談・親子で見学③申請：君津市役所障害福祉課（56-1181）にて手続き
を行います。④契約：受給者証交付、利用開始

お子様の発達に合わせて保育士・心理士・言語聴覚士・作業療法士・理学療法士・音楽療法士などの専門士を配置し、お子様
の発達状態に合わせた効果的なプログラムを提供いたします。個別指導、グループ指導、体験学習、日中一時支援など行いま
す。詳細は宮下どろんこ保育園にお問い合わせください。

ママとパパを応援します。子育てで一番大変な時にママが笑顔でいられるようにサポートします。

内　　容

佐藤玉子宅

場　　所催　　し 内　　容日　　時

お子さんのことで気になること、就学先や進路でお困りの時はご相談ください。
◎君津市教育センター内（市役所６階）    火曜日（午前）　　　　　　　　 ☎０４３９－５６－１６１８
◎特別支援学校内（北子安6-14-1)　　  月曜日～金曜日　　                 　 ☎０４３９－５５－４３３３

英語で楽しくおしゃべり
子ども連れＯＫ

君津健康福祉センター(君津保健
所地域保健課）木更津市新田3-

4-34　0438(22)3744

子育てサロンのご案内

森のようちえん
おひさまびより

日　　時

就学前、小学校～高校生までの相談　　ほほえみ相談室

福祉サービスを利用する１８歳未満のお子さんに障害児相談支援、計画相談支援、基本相談支援を行
います。

開園日
月曜～金曜日

外来支援

子育て中のお母さんが中心となって自主的に運営しており、目的も様々ですが親子で楽しむ内容を考えて活動しています。

第２，４月曜日

日　　時
ぐるんぱの部屋

対象・会費

地域のおじいちゃん、おばあちゃんと子育て家庭の交流サロンは、コロナ感染症まん延防止のため活動を中止しています。
再開する際はお知らせいたします。

ごっこ遊びや大型紙芝居、わらべ唄、プチ人形劇
など季節、年齢に合った遊びを提供します。

初回体験300円
入会後6か月ごと

に1,500円
2か月からの乳幼児とママ

周西公民館

対　　象

場　所

　7：00～20：00

生涯学習交流センター



■５６－１４０７（生涯学習交流センター　生涯学習文化課）

10（土）13：30～15：00

いざ！マネー教育
～まほうつかいと学ぶ身近な”お金”のこと～
キッズ・マネーステーション（ＫＭＳ）が
やってくる。全国で幼児～親子向けのマネー
教育・キャリア教育・消費者教育の講座を多数
開催。

日　　時

おやこ教室（小学生3～6年
生とその家族）

幼児家庭教育学級（◎印）･･･乳幼児、未就学児の子どもを持つ保護者　　　家庭教育学級･･･小中学生の子どもを持つ保護者

周西公民館
57-6080

上総公民館
２７－３１８１

周南公民館・小糸公民館合同公開講座

家庭での子どものしつけや様々な課題をみんなで学び、社会の動きや親としてのあり方、生き方など考え学びます。

公民館 からのお知らせ

＊参加する場合には事前申込（年度始め）が必要です。 各公民館へお問い合わせください。

公 民 館 内容

幼児・家庭教育学級　　　■お問い合わせは各公民館へ

5（月）10：00～11：30 リセット＆リフレッシュ！心と身体のつながりを感じよう

◎幼児家庭教育学級
（八重原・周南合同）

　八重の桜（家庭教育学級）

9(金)10：00～12：00

次回12月です

周西公民館
５７－６０８０

◎たんぽぽ学級 子育てをもっと楽しくするヒント22（木）10：00～11：30

親の役割や家庭の在り方を再認識でき、同じ年代の子を持つ親同士の相互交流、地域に根ざした学級を開催しています。

君津中央公民館
５０－３９８０

◎つくしんぼ広場

家庭教育学級
（中央・周西合同）

10（土）9：30～11：00
小糸クエスト～フォトロゲイニングで地域探検～
清和親子教室と一緒に、時間内に多くのスポットを歩い
て、ポイントゲット！

小櫃公民館
３５－２４８８

14（水）10：00～11：30

趣味の時間　ハンドメイド（創作）場所：周南公民館

小糸公民館
３２－２１８４

親子教室（小学生とその家
族）

清和公民館
３７－２１９５

親子教室

すくすくspring(思春期）

学　　級

周南公民館
５２－４９１５

16（金）10：00～11：45

清和公民館
３７－２１９５

カラダの健康【公開講座】
～女性のカラダの変化と更年期に備えよう～◎幼児家庭教育学級

ヨガ＆ママトーク（コロナ禍での子育てアレコレ）

小糸公民館
３２－２１８４

子育てサロン　　おびつな

わいわいひろば

八重原公民館
５５－１８４０

「女性のカラダの変化と更年期に備えよう」イライラや不調の原因は更年期！？
日時：9月14日（水）　10：00～11：30（受付9：45～）
講師：ファミール産院きみつ院長　長田　久夫
場所：君津市周南（すなみ）公民館　　（君津市大山野26）
参加費  無料　　定　員  35名　　※保育あり（定員25名）
※Zoom参加可能　　通信にかかる費用は、参加される方のご負担となります。
※事前申込み制
ＱＲコード　お電話にて申し込みください。
お問合せ・申込先　　小糸公民館　☎0439-32-2184
～保育を希望される方へ～
全ての持ち物への記名にご協力をお願いします。
１　紙おむつ・着替えを袋に入れてご持参ください。
２　飲み物　　３　おやつ　　４　靴
５　帽子　　　６　おんぶ紐（必要なお子さんのみ）
保育についてご心配やご質問等ございましたら、小糸公民館（0439-32-2184）までご連絡ください。

（ホームページから通信のバックナンバーを見ることができます）

http://www.city.kimitsu.lg.jp/contents_detail.php?frmId=1483.

◆編集・発行◆ 君津市こども政策課こども家庭相談室

〒299-1192 君津市久保2-13-1 TEL：0439-56-1616

こ い と

え に っ
き

by たんじ ようこ

公民館へ

Let’s



曜日 曜日

https://www.city.kimitsu.chiba.jp/library/index2.htm

14：15～14：30 中野西公園
14：45～15：15 北子安小学校

7・21 水

2・16・30

9

金

火

10：30～11：00 小櫃保育園

13：45～14：00 漁業資料館

周西小学校

AIAI　NURSERY　君津

小糸公民館

1・15・29 木

9：40～10：10 人見こども園

10：30～10：50 常代保育園

14：05～14：30 周西の丘小学校
8・22 木

9：50～10：20 宮下どろんこ保育園

周南小学校

10：40～11：00

13・27 火

10：15～10：30

ひまわり号運行予定

場所

10：40～11：00
14：15～14：30

暁星君津幼稚園 9：50～10：10 内箕輪保育園

水

かずさあけぼの保育園

15：20～15：50 八重原小学校

6・20

9：30～9：50

君津保育園

13：25～13：55 清和小学校

14：05～14：20

小櫃小学校

13：00～13：30

14・28

14：30～14：50 堺田公園

金
9：55～10：15 上総小学校

13：10～13：40
中保育園

君津特別支援学校

上湯江保育園
13：50～14：20 サン・ラポール南房総

15：20～15：50

10：40～11：00

15：20～15：50

小糸保育園

10：10～10：30 小糸小学校

15：00～15：20 ウェルネス保育園

時間 場所

清和公民館

15：00～15：15 坂田・五竜公園

貞元小学校

10：30～11：00

巡回日

14：15～14：30

時間

10：40～11：00 亀山コミュニティセンター10：30～10：50

君津中央図書館から　　　君津市久保2-13-3　　（52）4646

巡回日

「やまなしもぎ」（Eオオ）平野 直∥再話 太田 大八∥画 福音館書店

体の具合が悪いお母さんのために、三人の兄弟はやまなしをとりに出かけました。

しかし、上の二人は 途中で出会ったばあさまの言うことをきかず、沼の主にげろりと飲まれて

しまいました。さいごに末っ子のさぶろうが、ばあさまの言うとおり「ゆけっちゃがさがさ」と

ささのなる道を進んでいくと……。

「きのこのこのこふしぎのこ」（KC2 657.82）ひさかたチャイルド

パスタやみそしるなど、いろいろな料理につかわれるきのこ。

おみせのきのこは 茶色っぽいものが多いけれど、森やこうえんなど、しぜんに生えるきのこ

は 色も形もさまざま。中にはどくをもっているきのこもあります。

「ハートウッドホテル １」（K933.7-ジヨ）
ケイリー ジョージ∥さく久保陽子∥やく高橋和枝∥え あかね書房

一人ぼっちで生きてきたネズミのモナ。ある嵐(あらし)の日に森でまよい、大木の中につくら

れたハートウッドホテルにたどりつきました。そこで秋の間 はたらかせてもらうことになり

ましたが、なぜかメイド長のティリーだけはモナに意地悪(いじわる)で……。ほかにもシリー

ズが３作ありますでした。

１・２・３年生

4・5・6年生

「カニツンツン」（Eモト）金関 寿夫∥ぶん 元永 定正∥え 福音館書店

カニ ツンツン ビイ ツンツン ツンツン ツンツン

ピカブー ピリピリピリ ピカブー ピリピリピリピリ

大人には意味が分からないような言葉が並んでいますが読んでみるとリズムがクセになる絵本です。

幼児から小学生まで幅広く楽しめます。

生涯学習交流センター内の臨時窓口です。

図書館おすすめの本、新刊コーナーを設けてい

ます。リクエストも受け付けています。

お気軽にお立ち寄りください。

〇図書館分室は市民体育館、周南・小糸・清

和・小櫃・上総公民館にあります♪

かたどん ひじどん てっくび てのひら

ちんちょ ちのすけ せいたか いしゃどん

こぞう こぞう

♪かたどん ひじどん



時間 内科 小児科
耳鼻

咽喉科 歯科

夜間・休日対応

日

9月23日

9月25日

金

日
君

当番日

君

病院名

君

君

休日当番医に関する問い合わせは、君津市消防本部0439-53-0119　　　　　　【君】君津市【木】木更津市【袖】袖ケ浦市【富】富津市

〇〇

曜日
君津寛衆堂医院内科・耳鼻咽喉科
君津市南子安４－３１－１　　　　TEL:0439-52-8733

9時～
17時

*利用に際しては、事前手続きが
あります。
健康づくり課にお問い合わせください

○
谷川クリニック
君津市高坂７－７　　　　　　　　TEL:0439-55-2233

内　　容

短期入所型

君

1,200円(2時間)

産後ケア事業　　　健康づくり課　57-2233
産後にご家族等から育児などの支援を十分に受けられない方、心身の不調や育児不安などがある方を対象に、協力医療機関やご自宅で専門
職がケアを行い、安心して育児ができるよう支援します。
（通所型・短期入所型は生後5か月未満、居宅訪問型は１歳満のお子さんとお母さん等が対象です。）

訪問預かり

君津市消防本部

開設時間

認可外保育施設

詳しくは広報きみつ、君津市消防本部　53-0119

木
〇 〇

9月19日 月

9月4日

9時～
12時

きさらづ循環器内科・外科
木更津市幸町３－１－１２　　　　TEL:0438-53-8121
ほたる野クリニック
木更津市ほたる野３－２４－１７　TEL:0438-30-9560

9時～
17時

6,000円(1泊2日)

夜間急病診療所

子ども急病

木更津市中央1-5-18　　0438-25-6284　　毎夜間診察時間：２０時から２３時
保険証・子ども医療費助成受給券を必ず持参

休日当番医

9時～
12時

つばさ保育園　　　　 令和４年４月開園（園児募集〉

◆対象年齢：生後6カ月
から小学6年生

◆時間：午前6時から
午後10時

利用期間

９:00～17:00

子育ての手助けを行いたい方、（協力会員）と子育ての手助けを受けたい方（利用会員）が会員となり、地域で子育てを助けあう有償の相
互援助活動です。

日

日

君

青柳医院
君津市杢師２－１６－３　　　　　TEL:0439-54-8000

ちば救急医療ネット　http://www.qq.pref.chiba.lg.jp/

9時～
17時

〇

保育時間　　7：30～18：30
延長時間　　7：30～  8：30
　　　　 　16：30～18：30

病児・病後児保育

9月11日

9月18日

9時～
17時

9時～
12時

〇

会員登録の手続き
センターでは随時入会手続きを受け付けています。(入会金・年会費は無料）
手続きに必要なものは、印章（はんこ）　運転免許証または健康保険証(*協力会員の場合）

お子さんが病気中または病気の回復期のため、集団生活が困難で保護者の方の仕事の都合により家庭で保育ができな
い時に医療機関に併設された専用施設で一時的にお預かりする制度です。
君津市外箕輪4-1-5(君津山の手病院敷地内）　0439-29-6969

鮎澤耳鼻咽喉科
君津市中野４－１５－１４　　　　TEL:0439-54-8721

○

○

○

あすなろクリニック
君津市久保１－２－２　　　　　　TEL:0439-50-0100

おかもと医院
木更津市東太田４－１－１　　　　TEL:0438-97-6252

木

居宅訪問型

夜間等に救急病院に行った方がよいのか、救急車を呼んだ方がよいか迷った時、看護師が相談に対応します。
◎こども急病電話相談（15歳未満対象）　毎日19時～翌6時
局番なし　＃8000　　または、043-242-9939
◎救急安心電話相談　　平日・土曜18時～23時　　日曜・祝日9時～23時　
局番なし　#7009　　または、03-6735-8305

ばぁばん家ぱーと２　～チャイルドマインダ—による子ども一時預かり～

〇

9時～
17時

３日前までにご連絡ください。
ご利用にあたっては、面接、登録料1，０００円、保険証が必要で
す。

2,000円(1回)
各7日以内

７回以内

利用会員：市内在住・在勤で６か月から小学６年生までのお子さんがいる方
協力会員：市内在住の満２０歳以上の方・心身ともに健康で援助活動のできる方

援助できる内容：保育園、学童クラブの送迎や終了後の預かり/幼稚園等が休みの時
の預かり/学校行事、冠婚葬祭、リフレッシュなどの外出時の預かりなど。

料　　金 利 用 方 法 な ど

０～８歳児の預かり 　7:００～２２:００

☎57-2252
📠55-2270

連　絡　先利用料

社会福祉法人志真会　つばさ保育園
君津市郡2-9-11
0439-77-9292

君津市ファミリーサポートセンター

9時～
17時

利用者負担金

木

内　　　容 時　　間

対象児
０歳（２か月）から２歳児

吉田メディカルクリニック
君津市久保４－８－２３　　　　　TEL:0439-29-7820

１時間　　５００円

9時～
12時

君津山の手病院
病後児保育室
キッズケア

１時間１，０００円

通所型

1時間
500円

9時～
17時

〇 〇

君津市国保小櫃診療所
君津市末吉１０４６　　　　　　　TEL:0439-35-2020

小関耳鼻咽喉科医院
木更津市太田４－１６－５　　　　TEL:0438-25-1187

○

〇

〇 〇

○

〇

内科・小児科日曜休日当番医　　午前９時から午後５時まで（耳鼻咽喉科は９時から正午まで）

君津サンクリニック
君津市内箕輪１－２－９　　　　　TEL:0439-55-3333

9時～
17時



保育園園長

安全・事故 赤十字奉仕団

12日（水）

13日（木）

21日（金）

9:00～12:00

10:00～12:00

13:00～15:00

10:00～12:00

栄養士

カラダの発育と病気 医師

子どもの栄養と食生活

子どもの遊び

10:00～12:00

13:00～15:10

【会場】君津市保健福祉センターふれあい館３階
作業多機能室ほか(君津市久保３丁目１番１号)
【参加費】無料
【対象者】・君津市ファミリーサポートセンター協力会員
・子育て支援に関心のある方、子育てについて学んでみたい方
【申込締切】令和４年９月２６日(月)までに、電話・FAX・メールにてご連絡ください。
※お子さんの保育をご希望の方は、お申し込みの際にお伝えください（先着３名まで）
【問合せ先】君津市ファミリーサポートセンター
(君津市社会福祉協議会内): ０４３９－５７－２２５２FAX：０４３９－５５－２２７０
e-mail：ansin@kimitsu-shakyo.or.jp    （齊藤・八田)
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、日程等を変更する場合があります

24日（月）
心の発達と保育者の関り 特別支援教育コーディ

ネーター障害のある子どもの預かり・閉講式

9:20～10:00

10:00～12:00

6日（木）

7日（金）

10月4日
（火）

開講式・事業について コーディネーター

保育の心 保育課職員

子どもの世話 保育園園長

10:00～12:00

13:00～15:00

10:00～12:00

日時　　9月5日（月）　
9時20分　周西公民館駐車場集合　　9時30分出発　　15時30分頃　周西公民館到着予定
行き先　　　ファンタジーキッズリゾート船橋店（船橋市浜町2-2-7　vivit南船橋４階）
でーっかい室内遊園地！雨の日でも安心して遊べます。
みんなで思いっきり遊びましょう！０歳から安心して遊べます。
参加費：一人４００円（大人も子どもも施設利用料同額）※参加者の人数によって料金が変わり。返金もあります。
　　　　+交通費（１家族５００円）
持ち物:お出かけセット・お昼ごはん　（室内に持ち込んで食べられます）　ベビーカー（必要な方）
対象者：就学前のお子さんがいるママと子ども
申込：下記メールにて申し込みを受け付けます。
先着１５組（メールにて親子の氏名・子どもの年齢・連絡先・ベビーカー持参の有無をお知らせください）
メールアドレス　mamasuma@jcom.home.ne.jp
ＨＰ　https://mamaegao.amebaownd.com
☎　0439（52）9285

火をおこして簡単クッキング＆自然工作♪（小雨決行　大雨中止）
日時　　9月17日（土）　10：00～1３：00（受付9：45）
場所　　場所：君津市緩衝緑地（君津市坂田６０１）
内容：りんごを焼いてみよう！
　　　カートンドックを作ってみよう！
　　　小枝を拾ってみよう！
　　　ドリームキャッチャーを作ってみよう！
持ち物：タッパ（おさらの代替え用）、フォーク、飲み物、マスク、牛乳パック（展開していないものを人数分）
　　　　レジャーシート、軍手、虫よけ、お出かけセット
対象：未就学～10歳くらいまでのお子様と働くママ＆パパ
参加費：500円（大人１人＋子ども２人まで）一人追加で２００円　
申込方法：参加者名・お子さんの年齢・連絡先　メールにて連絡ください。
メールアドレス　mamasuma@jcom.home.ne.jp
ＨＰ　https://mamaegao.amebaownd.com
☎＆fax　　0439（52）9285

バスハイクに行こう！みんなでいっぱい遊ぼう♪　　ママの笑顔を考える会

君津まちなか子ども食堂開催のお知らせ
日時：9月 15日（木）　
場所：北子安自治会館「こだま館」（北子安2-25-33）
≪スケジュール≫
◎子ども広場（16：00～17：30）
ライオン株式会社　おくちからだプロジェクト
〇弁当配布とフードパントリー（16：00～）
お弁当は子ども１００円　　大人２００円　なくなり次第終了とします。
問い合わせ先：井上　090-7017-0427
主催：君津まちなか子ども食堂　　　後援：君津市社会福祉協議会
※ご家庭で不要な食材等ありましたら、ぜひご寄付をお願いいたします。当日午後１時より３時に自治会館で受付いたします。

働くママのひろば＆パパのひろば　合同企画！！　　ママの笑顔を考える会

君津市ファミリーサポートセンター　育児サポート講習会
受講者募集のお知らせ
君津市ファミリーサポートセンターは、以下の日程で「育児サポート講習会」を実施しています。どの内容も子どもに関する各分野で活躍
している講師陣による、とても分かりやすい抗議となっています。地域の子育て支援に興味のある方、時間に余裕のある方、もちろん現在
子育て真っ最中のお母さんもぜひこの機会にご受講ください♪すべての日程に参加できなくても都合のつく項目のみの受講も可能です。お
気軽にご参加ください。

日程 内容 講師

君津市子育て支援センター主催　　　　森へ行こう！
子育て支援センターを出て親子でさわやかな君津の森へ行ってみませんか？
日時：9月19日（月・敬老の日）　10：00～12：00（集合9：45～9：55）
小雨決行（ただし荒天の場合は中止）
場所：君津亀山少年自然の家　※現地集合・解散
君津市笹字片倉1661-1
内容：どろんこ遊び＆芝すべり！
参加費：100円1家族+保険料60円/1人
対象：就学前の親子<6～10組>
持ち物：飲み物・タオル・着替えなど
問合せ・申込：子育て支援センター　☎0439-57-6039（申し込み時に住所・連絡先・氏名・年齢をお知らせください）

13:00～15:00

小児看護の基礎知識1 保健師

小児看護の基礎知識2 保健師

子育てサービスを提供するために 子育て支援センター

時間



自分の家や職場にある災害備蓄品の保存期限をチェックしたり、見直す日でもあります。いざという時、頭が混乱して冷静な判断が難しく
なる状況も考えられます。平常時に自宅周辺の災害リスクや避難経路などを確認して備えましょう。
「自助・共助・公助」の「自助」を大切にして、自分達で出来る限りの備えをすること。それがいざとなった時に自分や家族、職場の仲間
を守る大きな力になります。非常食・水・トイレなどの備蓄を最低3日間、出来れば7日間備えておくと良いでしょう。

https://www.city.kimitsu.lg.jp/bousaimap/hazardmap
/

6歳になったら机を作ろう！②
「6歳になったら机を作ろう！」での机作りはただパーツを組み立てるだけの体験ではありません。のこぎり・ハンマー・ドリルなどの本格
的な工具を使って、親子で力を合わせて机を作っていきます。木こり＆机作りの工程はお子様にとってはかなり作業量があり、頑張って
作った達成感が味わえます。またお子様自身で机を作るため、モノを大切にする心も育みます。親子での参加はもちろん、おじいちゃん・
おばあちゃんのご参加もOK！家族で作れる机は、モノとしての机だけではなく、大切な思い出の詰まった宝箱にもなります。
開催日時    9月11日 (日)　各回共通10:00～16：30 
集合・解散    君津亀山青少年自然の家
参加対象    5歳以上の子どもとその保護者
参加費用    86,000円　　　定員    5組
関連ページ    https://iko-yo.net/events/256524/news/76722 
  

プラネタリウム特別公開～銀河鉄道の夜（予約受付開始は9月11日です）
きみかめプラネタリウムの特別公開！宮沢賢治の代表作「銀河鉄道の夜」を投影します。みなさんも切符をもって銀河鉄道の旅へ出かけま
しょう。
予約開始日    9月11日 (日) 
開催日時    10月9日 (日) 
    ①11：00～12：00
    ②13：30～14：30
 集合・解散    君津亀山青少年自然の家
参加対象    どなたでも（小学生以下保護者同伴）
参加費用    350円※3歳未満無料　　　定員    各回100名
森のようちえん③秋の森遊び♪（予約受付開始は9月24日です）
秋の森には色んな落ち葉や木の実がたくさん♪お散歩しながら拾ったもので何ができるかな。秋の思い出を形に残そう！
予約開始日    9月24日 (土) 
開催日時    10月23日 (日)　10:00～12：00※終了後自由解散（14：00まで利用可能） 
集合・解散    君津亀山青少年自然の家
参加対象    未就学児とその保護者
参加費用    500円※3歳未満は無料
上記すべて開催場所
    君津亀山青少年自然の家
    〒292-0526 千葉県君津市笹字片倉1661-1 
申込み・問合せ先    君津亀山青少年自然の家（TEL：0439-39-2628）

消防の服を着たお子さんの写真を撮影してみませんか

9月1日は防災の日・防災週間  8月30日（火）～9月5日（月）

君津亀山少年の家　イベント紹介

お子さんの思い出作りやsnsの話題作りに是非どうぞ
　消防本部予防課では、ご家庭での防火意識の向上や幼少期の火に対する危険性などの認識を高めることを目的とし、お子さんに消防服
を着ていただき、持参したカメラやスマートフォンなどで写真撮影をする家族を募集します。
ご希望するご家族は、写真撮影前に子ども向け防火映像（約20分程度）の視聴をしていただきます。
　
★募集対象　5歳くらいから小学校低学年（3年生くらい）までの子どもを持つご家族が対象です。
　1日2家族とさせていただきます。（午前、午後1家族ずつ）
　※友達家族と一緒に撮りたい場合には、来庁する人数を6名程度に限らせていただきます。
★消防服の種類と撮影場所
　消防服の種類は、消防、救急、救助の3種類と防火衣は銀、紺色の2種類です。
　なお、子ども服のサイズは、110cm、130cmの2サイズあります。
　撮影場所は、消防車、救急車の前、庁舎の中は可能な限りご希望に沿った場所で撮影できます。
　業務上撮影が出来ない場所がありますので、付き添いの担当職員に確認をお願いします。
★申込方法    君津市消防本部予防課に直接電話で申込み（平日の8時30分から17時まで）　
　　　　　電話番号　　0439−53−1904
    対応する職員の都合もありますので電話申込なしでの撮影は出来ません。
    必ず事前の申込みをお願いします。また、必ず保護者が同伴で来庁してください。
    来庁した際に受付票の記入をお願いします。
★撮影日時
　撮影は、午前と午後の2回です。土日も対応します。（年末年始は除く）
　　午前　9時30分から11時までの1時間半程度
　　午後　1時30分から3時までの1時間半程度
　※撮影前に20分程度の防火DVDの視聴があります。
　※予防課の業務によって希望にそえない日があります。

【新型コロナウイルス感染症拡大防止対策】
   ・ 当日、来庁される方や同居されている方に体調不良がある場合、濃厚接触者または感染後に症状が治まってから1週間経過していない
方は、来庁をお控えください。
   ・来庁時に検温とマスクの着用、手指の消毒をお願いします。
   ・ 撮影時にマスクは取っていただいて構いませんが、撮影時以外は必ずマスクの着用をお願いします。
【その他】
　市内で火災や風水害などの災害が発生した場合、または発生する恐れがある場合には、中止とすることがあります。

https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/6/1139.html

防災リンク集

君津市WEB版防災マップ


