よしかわファミリーサポートセンター

981・5392

本市議会第４回 ６
(月 定
) 例会
議案を提出し︑それぞれ可

に
14

議会だよりを発行しています

市議会では市議会の審議・活

動状況を広く市民に知ってもら

い議会の一層の推進を図るため︑

決・同意されました︒

議案

12

い︑開かれた議会︑親しみやす

●情報通信技術を活用した行政

ています︒

各定例会 ６
( ・９・ ・３月 の
)
翌々月に市議会だよりを発行し

の推進に関する条例

●次の条例の一部を改正する条例

〇特定教育・保育施設及び特定

パソコンやスマートフォンでも傍

市議会では議員が市の方針や

地域型保育事業の運営に関す

〇家庭的保育事業等の設備及び

事業計画の内容︑見込まれた効

聴できます

運営に関する基準を定める条例

果などについて質問したり︑市

る基準を定める条例

〇税条例及び税条例の一部を改

や議員の提案について審議が行

われたりしています︒市議会の

正する条例

〇職 員の服 務の宣 誓に関 する条

傍聴は︑市政や議会について知

①午前10時
②午前10時20分
③午前10時40分

7月31日

午前10時〜正午

内容:着衣のままできるベビーヨガマッサージです｡プレ
ママさんも大歓迎♪ 対象:生後6カ月までの赤ちゃんとそ
のママ 申込:7月20日 から電話または直接､窓
口へ ※オンラインでの参加をご希望の方は右記
QRコードからお申し込みください｡

8月10日

午前10時〜正午

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

☎971･8865

8月4日

内容:あばれん坊､がんこ､ひっこみじあんなど｢うちの子
だけ？｣と困っている方､先輩ママと話してみません
か？ 対象:乳幼児とその保護者

8月24日

内容:平沼地区公民館 内容:わらべ歌､集団遊び､読み聞
かせなど 対象:乳幼児とその保護者 定員:10組
申込:電話または直接､窓口へ

午前10時〜正午
午後1時〜3時

出前講座｢ぽかぽかタイム｣
※要予約

午前10時〜11時30分

問合せ

内容:身体測定､保健師･栄養士による発育･発達面の相談
対象:乳幼児とその保護者 定員:各回5組
持物:母子健康手帳･バスタオル(0歳児) 申込:電話また
は直接､保健センターへ☎982･9803
内容:ゼロパパによる､ゼロパパ向け企画！0歳児のパパ
同士でお話しませんか？
対象:0歳児とパパ(ママも一緒にどうぞ♪)

わが子だけ？はてな広場〜集団
に入りにくいちびっ子たち集ま
れ〜 ※予約優先
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例及び固定資産評価審査委員

7月21日

鈴江 香里氏(FTPマットピラティスインストラクター)
対象:もうすぐママになるみなさん 定員: 7組
申込:電話または直接､窓口へ

祝 (7月3日除く)､7月6日 ･29日
開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日
時
詳
細
たっちで！はかろう♪
7月16日
内容:身長計を出します｡ママと測ってみよう♪
※予約優先(保健師は来ません) 午前10時〜正午､午後1時〜3時
内容:赤ちゃん向けわらべ歌､読み聞かせなど､赤ちゃん
7月21日
とふれあい遊びしましょう♪ ※オンラインで
赤ちゃんのためのふれあいタイム♪
午前10時〜正午
の参加をご希望の方は右記QRコードからお申
※予約優先
午後1時〜3時
し込みください｡ 対象:乳幼児とその保護者

19

庶務課
☎982・9472

すず え かお り

午前10時30分〜11時30分

中央子育て支援センター ぴこの森

る最も身近な方法です︒

7月10日

･29日 ･30日
詳
細
内容:産前のママの体調を整えるエクササイズなど(講師:

会条例

時

本会議の模様をインターネッ

祝 (7月10日･17日･31日､8月7日除く)､7月6日

●財産の取得について

☎983･5267

トで中継している他︑録画した

美南4-17-3(美南小学校内)

●市道の路線廃止及び認定につ

場所:おあしす 内容:お祭りごっこ 対象:乳幼児とその
保護者(小中高生もご一緒に) 定員:12人(予定)

ものを後日配信しています︒ぜ

ベビーヨガマッサージ
※予約優先

定員:5組

いて

ゼロパパのつどい
※予約優先

対象:乳幼児とその保護者

ひご利用ください︒

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

場所:子ども室

検索

美南子育て支援センター 美南の風

乳幼児相談
※要予約(保健師が来ます)

984･6378

吉川市議会 中継

子育て応援ひろば(簡単工作と子 8月2日
育て相談) ※要予約
午前10時15分〜11時
出前講座｢なかよしタイム｣ (体操 8月5日
や読み聞かせ､工作など) ※要予約 午前10時〜11時30分

プレママプレパパデビューサロ
ン｢産前産後の体調を整える！
お手軽エクササイズ♪｣(限定サ
ロン) ※要予約

☎984･6377

※おあしす休館日は電話対応のみ
時
詳
細
場所:子ども室 内容:①③遊びの提供とファミサポよろ
7月①6日 ②16日
ず相談②遊びの提供と先輩ママの外国語で遊ぼう
③8月17日
対象:乳幼児とその保護者 定員:5組
午前10時30分〜11時
場所:子ども室 対象:乳幼児とその保護者
7月19日 ･26日
定員:5組
午前11時〜11時20分
場所:子ども室 対象:1歳未満の乳児とその保護者
7月28日
定員:5組 持物:バスタオル ※子育てすくすく広場以外の
午前10時30分〜11時30分
日でも身長･体重は随時測定できます。
祝

●人権擁護委員の推薦について

きよみ野1 1(おあしす2階)

めい こ

【休館日】
日

習会(②は利用会員の入会説明会のみ) 定員:10人程度(託
児あり ※要予約)【協力会員､両方会員､大募集中！】

おか だ

30分〜午後0時30分(利用
会員は午前11時まで)

岡田 明子氏︻新任︼

子育てすくすく広場(身長､体重
測定と成長相談) ※要予約

細

市議会6月定例会の報告
●工事請負契約の締結について

読み聞かせ

詳

984･6378

３(議案 )

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

時

☎･

①7月8日 ②8月7日
場所:①③おあしす②美南地区公民館 内容:子どもを預け
③8月19日 午前9時 たい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明会と講

子育て支援センター ひまわりの丘
開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

きよみ野1 1(おあしす2階)

●令和３年度一般会計︵２議案︶
・

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

【休館日】
日

会期:6月2日〜6月16日

介護保険特別会計補正予算

開館時間／午前9時〜午後5時
イベント

問合せ

公共施設からのお知らせ

新型コロナワクチン接種のお知らせ

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967･5650､ 981･3881

基礎疾患などをお持ちの方､市外高齢者施設に従事
する方の予約が7月14日 から始まります｡予約方法は
市ホームページや広報よしかわ6月号と一緒に配布した
お知らせをご確認ください｡
●クーポン券発送スケジュール
対象者
・65歳以上の方
・優先送付の申し込みをされた方で
①基礎疾患などをお持ちの方
②高齢者施設などに従事する方
・12歳から64歳の方

発送予定日
発送済
6月25日までに申
し込みされた方
には､7月9日 に
発送予定です｡
7月中旬発送予定
(12歳の方は誕生
月の翌月)

●接種実績
5月21日から住民接種を開始しており､6月21日現
在､9,902回分の接種を実施しました｡
市のワクチン
情報はこちら

ワクチン接種
Ｑ
Ａ

ワクチンを接種した日は､車を運転で
きますか｡
ワクチンを接種した後の体調が良好
であれば､基本的には運転をしても問
題はありません｡ただし､体調に不安
がある場合は運転を控えることが大
切です｡

その他新型コロナワクチンに関するQ&Aは下
記QRコードで確認できます｡
厚生労働省ホーム
ページで確認！
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