公共施設からのお知らせ
よしかわファミリーサポートセンター

内容:賢く断捨離！ゴミの捨て方､分別の仕方(ゴミ分別
ハンドブックプレゼント)､劇(講師:マイバッグの会)

市のワクチン
情報はこちら
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厚生労働省ホーム

ＬＬブック

10月27日

図書館へ行こう！

午前10時45分〜11時15分

11

さまざまな人が楽しめるよう

子育てママのためのエコ講座
※予約優先

ＰＡＲＴ

午前10時30分〜正午

内容:子どもを真ん中にみんなで国際交流しましょう♪今
月は海外の歌､ハロウィンゲーム､工作などを行います
対象:外国籍の方､国際結婚の方､国際交流に興味のある方
定員:5組

に︑内容を理解する助けとして︑

10月25日

国際交流ハローサロン♪
※予約優先

●吉川市での接種実績
・1回目接種回数 39,400回
・2回目接種回数 29,163回

りんごの棚

午前10時30分〜11時30分

内容:ぴこの森近くの公園で砂場や滑り台､ボールなど
のお外遊びを楽しもう♪ 対象:乳幼児とその保護者

りんごの棚 は︑スウェーデンの
イラストや写真︑記号を多く添
｢
｣
図 書 館で す
えた本のことです︒
｢べての子 どもたちに
読 書の喜びを 感じてもらいたい ｣ 点字図書

･29日

盛り上がった６つの点の組み

10月15日

内容:アレルギーに関する情報交換 対象:アレルギーに
興味がある･子どもがアレルギーの方など

という願いから始まりました︒

午前10時30分〜11時30分

細

合わせで︑文字や記号などを表

10月11日

詳

スウェーデンの図書館員が︑

そと☆ぴこじかん
※要予約

時

問合せ

アレルギーでもだいじょうぶ！
ひとりで悩まないで
※予約優先

祝 (10月30日除く)､10月4日

☎971･8865

●接種を希望する方は､お早めに予約を！
新型コロナウイルスワクチンは、現在、全ての対象者の
方が10月24日 まで予約可能です。それ以後の予約は、
実施曜日、予約受付人数ともに大幅に減少しますので、接
種を希望する方は早めのご予約をお願いします。

し︑指先で触れて読む文字を点

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】
イベント
日

吉川団地1-7-106(吉川団地名店街内)

●クーポン券発送状況
市では接種対象のすべての方にクーポン券を発送し､予
約が可能となっております｡クーポン券が届かない方は、
吉川市ワクチン接種コールセンターへご連絡ください｡

特別なニーズのある子どもたち

中央子育て支援センター ぴこの森

9月12日現在の内容です｡

字といいます︒

①午前10時〜
②午前10時20分〜
③午前10時40分〜

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歳児のみ) 申込:電話または直接､
保健センターへ☎982･9803

11月15日

新型コロナワクチン接種のお知らせ

のためにつくられ たロンドンの

午前10時30分〜正午
午後1時30分〜3時

内容:情報交換しながら､楽しくおしゃべり 対象:最近吉
川市に引っ越してきた方､ママ友づくりしたい方
定員:7組 申込:電話または直接､窓口へ

点字図書の一部は︑ボランテ

10月28日

図書館を見学し︑感銘を受けまし

午前10時30分〜11時30分

た︒その時にロンドンの図書館に

10月22日

内容:大きな紙にクレヨンなどで､おうちではできないダイ
ナミックなおえかきを楽しみましょう♪ ※汚れても良い服
かなざわ み ち こ
装で参加してください(講師:金澤 美智子氏) 定員:7組
申込:電話または直接､窓口へ

ィアサークル て｢ん点 さ｣んにご協
力いただき作成されています︒

午前10時〜正午

マルチメディアデイジー

10月16日

詳
細
内容:パパだからできる育児やってみよう♪ 対象:1歳児
から未就学児までの子どもとそのパパ
申込:電話､メールまたは直接､窓口へ ※右記
QRコードからもお申し込みいただけます

文字や音声︑画像を同時に再

乳幼児相談(保健師が来ます)
※要予約

時

あったおもちゃのりんごが り｢ん
ごの棚 の｣由来となっています︒

ようこそ♡よしかわ(限定サロ
ン) ※要予約

日

･7日 ､11月2日

生できるデジタル録音図書のこ

かべもゆかも！らくがき王国！
※予約優先

祝 (10月9日･16日､11月6日除く)､10月4日

日時:11月6日
午後2時〜4時5分
内容:｢愛を積むひと｣

とです︒

パパサロン
※予約優先

☎983･5267

りんごの棚以外にもＡＶコーナ

イベント

美南4-17-3(美南小学校内)

定員:5組

ーに朗 読ＣＤ ・ＣＤ文 庫やレファ

開館時間／午前10時〜午後3時 【休館日】

対象:乳幼児とその保護者

レンスカウンターに触って楽しめる

美南子育て支援センター 美南の風

場所:子ども室

布 絵 本 な ど ︑さ まざ まな 資 料 が

11月1日

午前10時15分〜11時

バリアフリー映画会
日本語字幕･音
声ガイド付き作品
を上映します｡

吉川市立図書館の児童コーナ

午前10時〜11時30分

場所:①東部地区公民館②旭地区センター 対象:乳幼児
とその保護者 定員:①6組程度②8組程度

あります︒ ぜひご活用ください︒

①10月28日
②11月18日

ーにあるりんごの棚にはこんな

子育て応援ひろば(簡単工作と子
育て相談) ※要予約

984･6378

資料が置いてあります︒

出前講座｢なかよしタイム｣(体操
や読み聞かせ､工作など) ※要予約

☎984･6377

※おあしす休館日は電話対応のみ
時
詳
細
①10月21日 ､11月 場所:子ども室 内容:遊びの提供(午前11時から①③先
輩ママの外国語で遊ぼう②ファミサポよろず相談会)
②4日 ③25日
対象:乳幼児とその保護者 定員:5組
午前10時30分〜
場所:子ども室
対象:1歳未満の乳児とその保護者
10月27日
定員:5組
持物:バスタオル
午前10時30分〜11時30分
祝

さわる絵本

子育てすくすく広場(身長､体重
測定と成長相談) ※要予約

きよみ野1 1(おあしす2階)

手で触って本を読むことができ

交流ひろば｢るんるんコーナー｣
※要予約

【休館日】
日

細

場所:①おあしす②美南地区公民館 内容:子どもを預け
たい方(利用会員)と預かれる方(協力会員)への説明会と
講習会(①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！】

るように工夫された絵本です︒

午前9時30分〜午後0時30分
(利用会員は午前11時まで)

詳

984･6378
大活字本

①10月30日
②11月11日

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

時

☎･

小さい文字が読みづらい方の

入会説明会･協力会員講習会
※1週間前までに要予約

きよみ野1 1(おあしす2階)

ために︑文字の大きさや行間な

イベント

【休館日】
日

どを調整した本のことです︒

開館時間／午前9時〜午後5時

吉川市ワクチン接種
コールセンター
☎967･5650､ 981･3881

不審な電話などにはご注意を！
新型コロナウイルス感染症
に係るワクチン接種のために必
要とかたり､金銭や個人情報を
だましとろうとする電話に関す
る相談が消費生活センターへ
寄せられています｡
市がワクチン接種のために金銭や個人情
報を電話･メールで求めることはありません｡
・｢予約代行する｣と市役所職員を名乗った
人が自宅に訪ねてきた
・｢金銭を払えば予約代行する｣
などのワクチン接種の予約代行に関する相
談事例が見られます｡｢金銭の支払｣や｢個人
情報の提供｣を行う際には､十分ご注意くだ
さい｡
困ったときは一人で悩まず､消費生活セン
ター☎982･9697または消費者ホットライ
ン☎188へご相談ください｡

ページはこちら
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