和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」
巡回相談について

献血の実施について

如多動症、学習障害があります。コミュニケーションがとりづらい、対人関係を
うまく築けない、落ち着きがない、読み書きが苦手などは、本人の努力のなさ
や親の育て方が原因ではありません。特性を正しく理解し、個々にあった関わ
りを持つことで様々な力を身に付けることが可能です。

■対象
■場所

御坊保健所

■日時

毎月 第３金曜日

１月19日 ２月16日 ３月16日

※相談時間については、11：00〜16：00までの間で１件１時間です。

■お申込み・お問合せ 〒６４１−００４４ 和歌山市今福３−５−４１
和歌山県発達障害者支援センター
「ポラリス」 ☎０７３−４１３−３２００

場

所

職長・安全衛生責任者教育
（リスクアセスメント含む） ４月２５日
（火）
〜４月２６日
（水）
足場の組立て等特別教育
（短縮３時間）

和歌山県
建設会館
３F会議室

５月２２日
（月） １３
：
００〜

建設業等における熱中症予防指導員研修

６月 ６日
（火） １３
：
００〜

足場の組立て等作業主任者

７月 ５日
（水）
〜７月 ６日
（木）

現場管理者統括管理講習
（リスクアセスメント含む） ７月１１日
（火）

受講料等

受付開始日

■お問合せ 保健福祉課 ☎２２−９０４１

かわべ地域子育て支援センターからのお知らせ
かわべ保育所内にある、かわべ地域子育て支援センターでは、地域の方が安
心して子育てできるように、また子どもたちがのびのびと健やかに成長、発達
できるように保護者の皆さんの子育てを応援していきます。ぜひ、遊びに来てく
ださい。

園庭開放

絵本の貸し出し

保育所のすべり台や砂場で楽しく遊びましょう。
■月曜日と木曜日 10：00〜11：00

たくさんの絵本を用意していま
す。借りにきてくださいね。
■月曜日と木曜日
10：00〜11：30

ちょっとしたことでも一人で悩まず、気軽に相談し
てください。
■月曜日〜金曜日 10：00〜15：00

¥6,200 ４月１０日
（月）
〜

出前保育

¥6,430 ４月２４日
（月）
〜

サークル活動など、支援が必要な時にご相談くだ
さい。おもちゃの貸し出しもします。

¥6,940 ５月 ８日
（月）
〜
¥10,290 ６月 ５日
（月）
〜

■お問合せ 建設業労働災害防止協会 和歌山県支部 ☎073−436−1327

【南山スポーツ公園陸上競技場】

個人年間パスポート販売開始します
パスポートの主な内容につきましては以下のとおりですので、ご購入を検討される方はお気軽にお問い合わせください。

●期

間

1万円

●留意事項

※通常250円／回

♢本パスポートはトラックを利用していただくためのものです。団体利用、
跳躍・投擲・球技などの競技およびスターティングブロック等の器具を用
いた利用はできません。
♢競技場が占有利用されている場合は利用できません。
♢土、日、祝日および年末年始は利用できません。
♢その他の利用方法・利用規定等については、下記までお問合せください。

●利用時間

発行日から1年間
［4 〜 9 月］午前9時〜午後7時
［10〜3月］午前9時〜午後6時

■お問合せ・お申込み先 スポーツ施設管理事務所
11 広報日高川町 2017.4

支援センター室開放

サークル活動支援
子育てサークル作りのお手伝
いをします。仲良しのグループや、
園庭開放などで集まった仲間同
士で何かに取り組みたい時など、
ご相談ください。

お部屋でゆったりと過ごしてください。
おもちゃもたくさん用意しています。
■月曜日〜金曜日 10:00〜11:30
※都合により、休ませていただくこともあ
りますので、開設日にはご注意くださ
い。4月12日(水)から始めます。
す。

■お問合せ かわべ地域子育て支援センター 小熊６０７６
（かわべ保育所内） ☎２２−９２６６

なかつ地域子育て支援センター ご案内

☎23−9009 ＦＡＸ
：
５３−０７８０

ほっとルーム

子育て楽しんでいますか？ 子育て支援センターは、皆さんの子育てを応援す
るところです。なかつ地域以外の方も大歓迎です!! 遊びにきてね！

育児相談（面接・電話・訪問）

絵本の貸し出し

園庭開放やほっとルームでもお気
軽に声を掛けてください。聞いてもら
うだけでほっとできればいいですね。
■月曜日〜金曜日 10：00〜15：00

お子さんと一緒に絵本を楽しみましょう。育児
書の貸し出しもしています。
■月曜日〜金曜日 10：00〜11：30

子育てサークル支援
出前保育・用具貸し出し・ﾒﾆｭｰ探
し・資料集め・準備など

砂あそび・すべり台など大型遊具で一緒に遊
びましょう。
■月曜日・水曜日・金曜日 10：00〜11：30

のびのび広場

育児講座

南山スポーツ公園陸上競技場を多くの皆様に利用していただくために、個人年間パスポートの販売を開始します。

町内在住小中学生は無料

ほのぼのルーム
毎月１回、親子のふれあいの時間を作っ
ています。
（手遊び、体操、紙芝居、製作な
どをします。）
■対象 日高川町在住、
２歳児〜保育所
入所までのお子さんと保護者
■場所 かわべ保育所 ※申し込み必要

¥8,230 ６月１２日
（月）
〜

《注》❶講義時間は、
いずれも９
：
００〜17：
００
（講義内容により、変更があります。）
❷講習会の受付は、講習会開催の約１ヶ月前からです。❸受講料は当方
にご持参いただくか、又は現金書留でお願いします。❹受講料等には、
テキスト代が含まれています。テキスト代が改定された場合は、受講料を改定さ
せていただく場合があります。❺定員になり次第、締め切ります。❻申込者が少数の場合は、講習会を取り止めさせていただく場合があります。

●年 会 費

１４
：
３０〜１６
：
３０ 介護老人保健施設 和佐の里

¥12,860 ３月２７日
（月）
〜

５月 ９日
（火） １３
：
００〜

丸のこ等取扱い作業従事者教育

所

４月２８日
（金） １１
：
３０〜１３
：
００ 南海果工株式会社

とご協力をお願いいたします。

子育て相談（面接・電話・訪問）

各種講習日程表（４月〜７月）
時

場

支援者等

2018年

日

り立っています。献血へのご理解

発達障害者ご本人やご家族、

４月21日 ５月19日 ６月16日 ７月21日 ８月18日 ９月15日 １０月20日 １１月17日 １２月15日

講 習 の 名 称

実施時間

献血はみなさまの尊い善意で成

2017年

平成２９年度

程

９
：
３０〜11：
００ Ａコープかわべ店

和歌山県発達障害者支援センター「ポラリス」では、発達障害の理解・子育て・問題行動など、発達障害に関
する様々な相談に応じており、今年度も日高・御坊地域の方を対象に巡回相談を行います。
発達障害とは、脳の機能障害が原因と言われ、自閉症スペクトラム、注意欠

日

毎月1回 ２歳以上対象児が、遊び
をとおして親子のふれあいを深めて
います。

園庭開放

子育て講演会・人形劇・親子リズム体操など

支援センターだより 毎月発行

お子さんと支援センター室のおもちゃで
あそびませんか？お母さん同士のおしゃべ
りの中に子育てのヒントがあるかも！みん
なでワイワイ楽しみましょう。
■火曜日・木曜日 10：00〜11：30

バースデー訪問
１歳のお誕生月に保健師と訪問します。

のびのび広場

『こいのぼり作り』
■日時 4月14日
10：0０〜
■場所 日高川交流センター
■対象 ２歳以上未就園児親子
★参加希望の方はなかつ地域子育て支援セン
ターにお申込みください。
（4月10日まで）

■お問合せ なかつ地域子育て支援センター 高津尾１０７１
（なかつ保育所内）☎５４−２０３１（支援センター直通）
広報日高川町 2017.4 10

