
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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母乳相談 助産師が授乳相談を受け付けています。妊婦さんでもご利用いただけます。（マッサージは行っていません）

▲※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

１０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
No１８2

事業名 日　　　時　(受付)

保健福祉
センター

25( 火)
※ 24（月）

までに要予約

ピカピカはみがき教室

次回１２月予
定

25( 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

11/ 2（水）
11/7（月）
11/14（月）
※７日前まで

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

★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

次回１１月予定

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
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Halloweenを楽
しもう（予約制）

毎週水曜日　10：00～/11：00～ 母と子のひよこでは自主性をはぐくみます。

はっぴーフロアー

自由遊び 自由遊び

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

お化けに変身

自然食堂
（芋もち）

粘土遊び

ハロウィン制作

水曜日 金曜日

出前保育＠
君津中央公園

スポーツの日

館内整理日11時～おはなし会

月曜日

スポーツの日（祝）

自由遊び お芋ほり

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

お芋ほり

ハロウィン制作

木

ぽぷら文庫

内容

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

山口まりこさんお話会 20(木）10:45～11:15

13（木）10:45～11:15

11時～おはなし会

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。

10:30～11:00
ぐるんぱと遊ぼう

日時

11時～おはなし会

11時～おはなし会

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　

ぜひ皆さんお立ち寄りくださ
い。

11時～
今日の絵本は何かな？

園庭開放
子育て相談

自然食堂（カボ
チャの茶巾）

園庭開放
子育て相談

芸術学校（ハロ
ウィン制作）

園庭開放
子育て相談

園庭開放

園庭開放
子育て相談

土

お芋ほり

ハロウィン制作

寺親屋（感染症に
ついて）

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

自由遊び 自由遊び

お化けに変身
お化けの顔出しパネルに科大入れてお化けに
変身！写真を撮って記念に残しましょう。

はっぴーフロアー
スケッチブックシアター

☆絵本の会

園庭開放
子育て相談

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

月 火

園庭開放
子育て相談

木 金

青空保育＠
宮下公園

出前保育＠
周南公民館

子どもの足型をとってお化けを描きはさみ、
範、色紙などを使ってハロウィン制作を親子
で行います。

10時30分にコアラルーム集合軍手、長靴など
お持ちの方はご用意ください

水

ハロウィン制作

自由あそび

はっぴーフロアー
絵本

講習会「子どもの上手
な叱り方」講座

はっぴーフロアー はっぴーフロアー 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 自由あそび
講習会「楽しく作
るライフプラン

表」

絵本の会

自由あそび

はっぴーフロアー

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

はっぴーフロアー

スポーツの日
はっぴーフロアー

折り紙

はっぴーフロアー
制作

はっぴーフロアー
はっぴーフロアー

制作
はっぴーフロアー はっぴーフロアー

自由あそび

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

自由あそび

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

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

6（木）10：30～11：30

入園説明会は10/14（金）10:00～

プチ運動会（雨天の時は体操の先生と遊
ぼう）
クラスの自由参観　英語授業見学の後、
11時から説明会を開催します。

自由あそび
制作「ハロウィ

ン！」

南子安１３７７
５２－１３２８

ようちえんってどんなところ

久留里市場６９８
２７－２０５５

6（木）10：30～11：30

入園説明会を１０月１５日（土）に開催しま
す。（予約制）午前９時より１０月１日（土）に
幼稚園ホームページで

願書配布10/15（土）

園庭・園舎開放に誘い合わせて遊びに来てください。18・25（火）10：00～11：30

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）

土日 火 水 木 金

自由あそび

自由あそび自由あそび 自由あそび

はっぴーフロアー
はっぴーフロアー

紙しばい

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

☆紙しばいの会

自由あそび

自由あそび
森へ行こう

講習会「絵本の選び方
と読み聞かせ」

～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。

10月29/30日が文化祭です。こっこる～

むは10：00～15：00まで開所していま

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。

日　　時

七色の会

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

第３木曜日

あそびの出前

平日

遊びサポーターぐるんぱ

ママの笑顔を考える会

日　　時

月

10:00～12:00

５２－４９１５

利用方法・内容

児童発達支援センター　きみつ愛児園　

周南公民館
未就園児と保護者

外来支援

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

第２，４月曜日 英語で楽しくおしゃべり
子ども連れＯＫ

10:00～12:00

森のようちえん
おひさまびより

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

青野
070-1470-2749

通園

高機能茶話会

内　　容催　　し

第３水曜日

年齢に応じた遊びを親子で楽しみます。

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

派遣

ばぁばん家お楽しみ会

催　　し

10：00～11：45 ハロウィン

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

17

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。

対　　象内　　容日　　時

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

就学前、小学校～高校生までの相談　　ほほえみ相談室

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。

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。

子育てサークルからのお知らせ

　7：00～20：00

生涯学習交流センター

日　　時

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

内　　容

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。

ぐるんぱの部屋

君津市適応指導教室　　きみつメイト

日時

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

場　所

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

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≫

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。



■５６－１４０７（生涯学習交流センター　生涯学習文化課）

1

2

3

4

15（土）10：00～12：00
パパとKIDS（キッズ）のクッキング大作戦！
ハロウィンにちなんだ料理に挑戦

令和 4 年度 八重原公民館 家庭教育関連事業、男性の家事・育児参画促進事業
男性の家事・育児が求められる中、父親同士で身近に話したり・情報交換をする場が少ないものです。
「となりのお父さんはどうしているんだろう？」
「積極的に関わりたい気持ちはあるけど、何から始めたら？」
「がんばっているのにパートナーに伝わらない・・・」など、意外と男性は男性の悩みがあるものです。
一緒に子育てやライフスタイルについて、パパ同士で考えましょう！

10/22（土）

幼児・家庭教育学級　　　■お問い合わせは各公民館へ

6（木）10：00～11：30 元SSWと考える学校と子どものこと

◎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）

次回11/4（金）

次回12月です

内容

子育てサロン　　おびつな

周南公民館
５２－４９１５

清和公民館
３７－２１９５

11（火）9：45～11：45
ヨガでココロもカラダもリフレッシュ
～呼吸を整え、体のゆがみを直しましょう～

子どもにとってのお父さんの役割と関わり方」講師：ファザーリングジャパン村上誠さん

家族が喜ぶ！週末パパごはんレシピ！」(調理実習)講師：村上洋一郎さん

「仕事と家事、育児の両立のコツ」講師：ファザーリングジャパン村上誠さん

日　　時

家庭教育学級
（中央・周西合同）

みなさんで一緒に内容を考えます！

すくすくspring(思春期）

＊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

「お父さんと子どもの親子遊び」

15(土)　8：45～15：30
親子で楽しく学んで備える！防災体験バスツアー
西部防災館（松戸市）を訪ね、地震、消火、煙からの避難
を体験！

小櫃公民館
３５－２４８８

おやこ教室（小学生1～6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

小糸公民館
３２－２１８４

親子教室（小学生とその家
族）

https://www.city.kimitsu.lg.jp/uploaded/attachment/35918.pdf

【申し込み詳細】
★参 加 費＝無料。ただし、材料費等は実費です。
★申し込み＝・申込フォーム、またはメールでの申込み（八重原公民館 yaehara-k@city.kimitsu.lg.jp）
①名前（ふりがな） ②住所 ③電話番号（あればメールアドレス）
④保育希望の有無（お子様の名前、性別、年齢、生年月日）以上４点を八重原公民館までご連絡ください。
※メールでのお申込みの場合には、件名に「パパひろば申込み」と記入してください。
★受付期間＝10 月１２日（水）まで ※先着順。
★保 育＝別室または同室の保育があります。お子さんと一緒にご参加ください！
就学前の幼児２０名。首がすわっている子が対象です。
【主催・お問い合わせ】八重原公民館 君津市南子安９－１７－２ （☎：０４３９-５５－１８４０）
気になることや質問があれば、お気軽にお問い合わせください！

11/19（土）

12/10（土）

1/21（土）

10:00～
12:00

やえはら　パパひろば

小糸公民館
３２－２１８４

◎幼児家庭教育学級
25（火）9：45～11：45

アロマワックスサシェ作り＆ママトークで癒しの時間
～飾って楽しむアロマの世界～

◎幼児家庭教学級

上総公民館
２７－３１８１

わいわいひろば

八重原公民館
５５－１８４０

7（金）10：00～11：45

◎たんぽぽ学級 お花のハンドメイド17（月）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

学　　級
◎つくしんぼ広場

周西公民館
５７－６０８０

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

（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

GO！

募集チラシ



曜日 曜日

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

場所

10：15～10：30
12・26

金
9：55～10：15 上総小学校

13：50～14：20

10：40～11：00

14：15～14：30
14：45～15：15

9：30～9：50

10：40～11：00
小糸公民館

宮下どろんこ保育園
6・20 木

13・27 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
周南小学校

ひまわり号運行予定

9：50～10：20
10：40～11：00

清和公民館

15：00～15：15

火

小櫃保育園

内箕輪保育園

時間 場所

暁星君津幼稚園
漁業資料館

八重原小学校

坂田・五竜公園

上湯江保育園
サン・ラポール南房総

14・28

中野西公園
北子安小学校

金

15：00～15：20 ウェルネス保育園

15：20～15：50

水

かずさあけぼの保育園

君津保育園

14：15～14：30

亀山コミュニティセンター

14：30～14：50 堺田公園
13：10～13：40 君津特別支援学校

7・21

10：10～10：30
巡回日

4・16 11・25

10：30～11：00
13：00～13：30
13：45～14：00
15：20～15：50

君津中央図書館から　　　君津市久保2-13-3　　（52）4646

小糸小学校

小櫃小学校
貞元小学校

時間

中保育園

9：50～10：10

10：30～10：50

巡回日

火

AIAI　NURSERY　君津

5・19 水

10：40～11：00
14：15～14：30
15：20～15：50

13：25～13：55 清和小学校

14：05～14：20

小糸保育園
10：30～11：00

周西小学校

「やさいのおなか」（E2-Eキウ）

きうち かつ∥さく・え 福音館書店

不思議な丸がたくさん描かれた野菜の断面図の絵。

「これ、なあに？」とページをめくると、それは青いネギでした。穴がいっぱいあいている野菜の

絵は……？見慣れた野菜の姿を想像して楽しめる絵本です。３歳くらいから。

「子リスのアール」（Eフリ）ドン フリーマン∥さく やました はるお∥やく ＢＬ出版
ある秋の朝、アールはお母さんからそろそろ自分でドングリを探しに行くよう言われます。

自信のないアールは、友だちのジルに助けてもらいます。でも、リスは自分の力でドングリを

さがさなければなりません。

ジルにもらったスカーフを巻いて、アールはもう一度森に出かけていきます。

さよならあんころもち またきなこ

♪さよならあんころも

どくしょの秋に、としょかんのイベントをたのしもう！≪１０月１日(土)～１０月３０日(日)≫※会場はすべて中央図書館臨時窓口です

秋のおはなし会

秋にぴったりの季節の絵本のよみきかせやおはなしをします！

日にち ：１０月２２日（土）

時 間 ：①絵本の回（３さいから） ごご２時～２時３０分

②おはなしの回（低学年の部） ２時45分～３時15分

③おはなしの回（高学年の部） ３時３０分～４時

場 所 ：生涯学習交流センター １０１会議室

定 員 ：各回20人まで（先着順 申し込みが必要です）

申込方法：下記の連絡先へお電話もしくは中央図書館臨時窓口でお申し込みください。

申込先 ：君津市立中央図書館 TEL：0439（52）4646 

読書ビンゴ

ビンゴのマスに書かれている本をよんで、本のタイトルをマスの中にかこう。１つビンゴできた人には、ステッカーをプレゼント♪

読書の“秋”によみたい！おすすめ本コーナー

中央図書館臨時窓口には、秋から冬にぴったりな きせつのおはなしや、“〇〇の秋”をテーマにした本を紹介するコーナーがあります。

生涯学習交流センター内の臨時窓口です。

秋に読みたいおすすめ本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♪



時間 内科 小児科
耳鼻

咽喉科 歯科

夜間・休日対応

当番日

〇

君

〇

病院名

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

曜日
酒井医院
君津市南子安９－１８－８ 　　   TEL:0439-52-2166

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）

さくま耳鼻咽喉科医院
袖ケ浦市神納６１７－１　　 　　TEL:0438-60-2787

9時～
12時

日

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～

津田医院
木更津市東中央２－１－１１       TEL:0438-25-4171

9時～
17時

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

月

君

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

木

鈴木病院
君津市上２３８                           TEL:0439-32-2013

○

○

玄々堂君津病院
君津市東坂田４－７－２０           TEL:0439-52-2366

かみくぼ耳鼻咽喉科
木更津市請西南５－２５－１１    TEL:0438-36-0002

木

9時～
17時

◆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

*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

○
君津山の手病院
君津市外箕輪４－１－５              TEL:0439-54-2323

内　　容

短期入所型

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。）

詳しくは広報きみつ、君津市消防本部　53-0119

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

10月30日 日

6,000円(1泊2日)

１時間　　５００円

〇

居宅訪問型

10月2日

9時～
17時

真舟外科内科クリニック
木更津市真舟２－４－１６           TEL:0438-36-1101

9時～
17時

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

10月10日

9時～
17時

〇

森広小児科クリニック
君津市西坂田４－１１－3           TEL:0439-54-4662

なかのクリニック
君津市中野４－１５－９              TEL:0439-50-1777

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）

訪問預かり

君津市消防本部

10月16日 日

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

〇

10月9日

中原耳鼻咽喉科クリニック
木更津市畑沢南４－１－１０       TEL:0438-36-6005

9時～
12時

10月23日
天野医院
木更津市清川２－２１－１           TEL:0438-97-8211
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
9時～
12時

日
木

〇

9時～
17時

君

つばさ保育園　　　　 令和４年４月開園（園児募集〉

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

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

9時～
12時

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

〇 〇

〇 〇

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～
12時

利用者負担金

内　　　容 時　　間

対象児
０歳（２か月）から２歳児

開設時間

認可外保育施設

君

袖

君

木

〇



午前9時から午後5時
午前9時から午後3時

午前9時から午後4時
午前9時から午後3時

特別企画「どう変わった？上総の学校～学校跡地の利活用について
～」発表・展示・販売他

特別企画「超ご近所検定 半径数㎞ウルトラクイズ王決定戦」、発表、展示、
販売 ほか特別企画では、身近な地域に関するクイズを出題します！求む挑戦
者。

特別展「" 音"でつなぐ周南の文化」 ほか地域で受け継がれているお
囃子や神楽についての展示や体験を行います。

秋元婦人会植畑支部「女相撲特別巡業」（開館50 周年記念セレモ
ニー内）、紅白餅まき、小中学生の合唱・合奏、物販、軽トラ市 ほか

特別企画「小櫃まるごと博物館構想事業～地域資源にかかわるヒト・
モノ・コトの価値を再発見～ 」の紹介と展示 ほか

ハロウィン・モルック大会（雨天時ハロウィンパーティー）、フリーマー
ケット ほかハロウィンにちなんだ楽しいイベントを企画しています！

発表、展示、販売、特別企画「ウォーキングイベント」 ほか周西地区
内に遺る土地区画整理事業の記念碑を巡るイベントを開催します！

セレモニー、作品展示、発表、特企画、体験 ほか小糸公民館の開館50 年を
記念した特別企画などを予定しています。※工事を行っているため今年度の
は2 月に実施します

発表、展示、販売、各種体験、かるた大会 ほか「輝け八重原！はばた
け未来へ！」をテーマに、４年ぶりに文化祭を開催します！

午前10時から午後3 時

午前10時から午後5時
午前9時から午後3時

午前10時から午後4時
午前10時から正午

午前9時から午後4時
午前9時から午後3時

午前9時30分から午後3時

午前10時から午後4時
午前9時から午後3時

10月29日（土）から
11月6日（日）

10月29日（土）
 　　30日（日）

10月29日（土）
 　　30日（日）

10月29日（土）
 　　30日（日）

11月5日（土）

11月5日（土）
　     6日（日）

11月12日（土）
　     13日（日）

令和5年2月25日（土）

　　　 26日（日）

周南公民館

旧秋元小学校

小櫃公民館

松岡コミュニティセン
ター

周西公民館

八重原公民館

小糸公民館

http://www.hospital.kisarazu.
chiba.jp/rehab.html

地域ではぐくむ子供の成長～お子さんの困った行動～
お子さんの行動で困ったことはありませんか？
就学前から小学低学年までのお子さんの困った行動に悩んでいませんか？
その原因と背景、お子さんへの関わり方について医師・臨床心理士がお伝えします。
皆さんのご参加を心よりお待ちしております。
日時：12月4日（日）　10：00～12：30予定
講演①　　「子どもの困った行動～その意味を考える～
講師：市河茂樹先生　　〈安房地域医療センター　小児科医師〉
講演②　　　「でこぼこちゃんの楽ちん子育て」～ペアレントトレーニングの活用～」
講師：金枝　藍先生　　（君津中央病院　臨床心理士）
申込方法：ＵＲＬまたは下記ＱＲコードからお申込みください。締切：10月7日（金）
ＵＲＬ：https://forms.gle/geue8Nbq　kZ9DomW2A
参加方法：・開催１週間前に、申込時に入力いただいたメールアドレスに当日参加用のURLを送付します。
・当日は9時45分より参加が可能です。
・時間になりましたら参加用URLをクリックしご参加ください。
お問合せ先： 君津地域リハビリテーション広域支援センター
君津中央病院 リハビリテーション科内 担当 川名 健太
TEL 0438-36-1071（代）
Mail kimitsukouiki＠kc-hosp.or.jp

「コミュニケーションにいかす傾聴講座」
日常生活でコミュニケーションを充実させたいあなた、「傾聴」を身に着けてみませんか？
子育てサポーター「さぽっと」のメンバーと一緒に学びましょう。
日時:10月17日（月）、10月24日（月）、11月8日（火）、11月14日（月）、11月21日（月）
※全5回　午前１０時から正午（9時45分受付）
会場:生涯学習交流センター（君津市久保2-13-2）
講師=子育てサポーター「さぽっと」、山口順子氏（スーパーバイザー）
対象:一般
定員:２０人（保育あり。定員は先着５人。希望者は10/13までに申し込んでください。）
申込:電話もしくは窓口
申込期限：定員になりしだい締め切ります。
問い合わせ先：生涯学習交流センター　 ☎0439（５０）３９８０

10月9日（日）　11：00～17：00
会場：千葉ポートタワー前（千葉市中央区中央港1）
・いろんなキッチンカーが出るよ！
・福祉車両の展示
・和太鼓/ダンス/エイサーのパフォーマンス！
・車いすの体験試乗
・車いすに乗って路線バスの体験乗車もできるよ
問い合わせ先：全国脊髄損傷連合会　千葉県支部
☎　070-2024-6504
ホームページ：https://www.normanet.ne.jp/~ww101938/
facebook：http：//www.facebook.com/sekisonchibakensibu

君津まちなか子ども食堂開催のお知らせ

子育てサポーター傾聴講座が始まります！

日時：10月 20 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）
ハロウィングッズを作って楽しもう！！🎃
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。

地区文化祭の開催日程　　公民館に行ってみよう！

車イスで遊ぼう  　　　　　　　全国脊髄損傷者連合会　千葉県支部

第13回君津圏域公開フォーラム

上総公民館
10月8日（土）
　　 9日（日）

午前9時30分から午後5時
/最終日は午後3時

君津中央公民館

大好評の車イスで遊ぼう

part6！

みんな一緒に楽しもう！

申込QRコード→



きみつ赤ちゃん応援パック事業がスタート！

関係書類は、市ホームページでダウンロードできるほか、保育課でも配布しています。期限までに必要書類を提出してください。また、申
請後に児童の面談を行います。日程などは申請受付時にご案内します。市外の保育施設や人見こども園の幼稚園枠での入園を希望する方
は、事前に保育課へお問い
合わせください。
■ 必要書類
□ 支給認定申請書兼入園申込書　　□ 児童調査票　　□ その他必要な書類　　　※必要書類は入園資格の該当事由などにより異なりま
す。
詳しくは市ホームページをご確認ください
■ 窓口申請時の持ち物
□ 印章（はんこ）□ マイナンバーカード（無い場合: 通知カードと運転免許証・パスポートなど）
入園資格：保護者が次のいずれかに該当すること
□ 1 カ月に64 時間以上就労している
□ 出産前後である( 原則、出産月とその前後2 カ月)
□ 病気やけがで入院や通院をしているか、精神または身体に障がいがある
□ 病気または精神・身体に障がいのある同居の親族を看護・介護している
□ 就学中である
□ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている
□ 求職中である
□ 虐待・DV などの恐れがある
□ その他、上記の資格に類し保育が必要と認められる事由がある　　※集団生活を経験させたいなどの理由では入園できません
一次受付期間11/1（火）～ 11/15（火）・必着
二次受付期間11/16（水）～ 12/28（水）・必着
三次受付期間2023/1/4（水）～ 1/31（火）・必着
【提出方法】
　必要書類に必要事項を明記の上、郵送または保育課窓口に提出してください。
申し込み：299-1192　君津市久保2-13-1　市役所保育課　（2階）　☎ 0439-56-1184
保育環境の整備を進めています　次の保育園では入園後に受入先を再調整する場合や入園受付を停止する予定があります。
※工事などの進捗により予定が変更となる可能性があります。
南子安保育園・内箕輪保育園
　令和５年度に民営化します。これ以降は、新園をお申し込みください。
久保保育園、常代保育園、上湯江保育園
　令和５年度末に閉園予定のため、閉園後は令和６年4 月に開園を予定している（仮称）貞元保育園や他園への転園など受入先を調整しま
す。
※常代保育園、上湯江保育園は入園受付を停止しています
中保育園、小糸保育園　今後、施設を統合する予定です。
清和保育園　安全対策のため小糸保育で合同保育を実施しています。入園を希望する場合は「小糸保育園」と記入してください。

来年度保育施設入園受付をはじめます

☆応援その1　　出産のお祝いを自宅にお届けします！

出生届を提出した方に、出生祝い品をお届けします。
きみぴょんがデザインされた特製段ボールに梱包しています。
◇対象：令和4年10月1日以降にお子さんが生まれた世帯
◇配布物：育児用品・市指定ごみ袋・子育て関連情報チラシ・きみぴょんオリジナルクリアファイルなど

☆応援その2   0歳児の見守り訪問＆育児用品を配達します！

◇対象：生後3か月から1歳までのお子さんを養育する保護者（本市に住民登録があり、令和3年10月1日以降に生まれた乳児を養育してい
る、乳児と同一世帯の保護者）
◇利用料：無料
◇配達員が自宅に訪問：保育士資格や子育て経験のある配達員が月１回、自宅を訪問して子育てに関する情報提供などでサポートします。
悩みごと困りごとがあれば気軽にご相談ください。
◇訪問期間：生後3か月から満1歳の誕生月まで（毎月１回）申請された月の翌々月分から配送します。
◇申請方法：対象者に送付した案内文に掲載している申込フォームから申請してください。または、市役所２階こども政策課窓口で手続き
ができます。
◇支給品：紙おむつ、おしりふき、粉ミルクのうちから１つを選択できます。（希望用品は毎月変更可能）
問い合わせ先：君津市こども政策課　（君津市役所2階）
☎0439-27-0251

10月は食品ロス削減月間です

食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品の事です。

・食品廃棄物...元々食べられないものも含む食品由来のごみ全般（魚の

骨・野菜の皮等）

・食品ロス...本来食べられるのに捨てられる食品（消費期限切れの食品や、

食べ残しなど）

・日本ではまだ食べられるのに廃棄される食品、いわゆる（食品ロス）は

522万トン（環境省・農林水産省令和2年度推計）国民一人あたりに換算

するとお茶碗一杯分に近い（約113g）の食べ物を毎日捨てていることに

相当します。日本は食料の大半を輸入に頼ってしますがその一方で食べら

れる食料を大量に廃棄している現実があります。

お買い物編

1，買い物前に食材をチェック！

2，必要な分だけ買う

3，期限表示を知って賢く買う

ご家庭編

1，適切に保存する

2，食材を上手に使いきる

クックパッド消費者庁キッチン

リメイクや食材を使い切るレシピを

参考にしてみましょう！

食品ロス削減啓発冊子

計ってみよう家庭での食品ロス（消費者庁）
この機会に、できることから始めてみましょう

政府広報オンラインⒸ
政府広報オンライン引用


