
乳幼児・妊産婦希望者

成人の希望者
　9：30～11：00
13：20～14：00
9：30～11：00

金
金
金

5日

14日

長尾保健センター
津田公民館北山分館
志度保健センター

大川保健センター

1日
7日
15日
18日
28日

金
木
金
月
木

12：30～13：00受付

12：30～13：00受付

津田保健センター

津田保健センター

平成30年4月生まれ

平成28年4月生まれ

20日 12：45～13：15受付 津田保健センター 令和元年7月生まれ水

火

木

平成29年4月生まれ市内委託医療機関にて受診11月

9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00
9：30～11：00

志度保健センター※
寒川児童館
大川町児童館
津田保健センター
長尾保健センター

火26日 寒川庁舎 希望者

保
健
だ
よ
り

月

【問】国保･健康課(健康係)　☎（0879）26-9908

8日
15日
22日

11
●3～4カ月児健診（津田保健センター）

●1歳6ｶ月児健診（津田保健センター）

●3歳児健診（津田保健センター）

●乳幼児相談（身長･体重測定、育児相談、栄養相談）・妊産婦相談

●2歳児歯科健診

予約制12日
●こども相談（発達や育児についての個別相談）

●健康相談

●栄養相談
14：00～16：00

火 幼児希望者

※歯科相談があります（1日志度保健センターのみ）

パパママ教室のご案内

・沐浴体験　・妊婦体験
・さぬき市の母子保健サービスに
ついて

※参加を希望される方は、下記へ参加希望日の2日前までにお申込
みください。

【問・申】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

【問】すこやか助産師センター　☎（087）844-4131（10時～16時）

津田保健センター　2階

市内に居住する妊婦とその家族

実 施 場 所

対 象 者

持参するもの

日時

10月27日（日）
9時30分～12時
（受付9時～）

11月10日（日）
9時45分～12時

（受付9時30分～）

内容

・歯科健診
・妊娠中の生活について
・お産・母乳について
・妊婦体操　・妊婦体験

スタッフ

歯科医師
助産師
保健師

※妊婦体操は、動きやすい服装でお越しください。

保健師

日時・内容　※どちらか1回のみの参加も可能です

母子健康手帳

日時 11月8日（金）14時～15時（受付13時30分～） タイトル「ママを応援!!小児科医と乳幼児子育て相談」

先生のご紹介 香川大学医学部附属病院小児科医・国際ラクテーションコンサルタント
加藤育子 先生

会場 津田保健センター　津田町津田915-1

主催 一般社団法人香川県助産師会

安心して出産・育児ができるよう、妊娠している方
とそのご家族を対象とした教室を開催します。妊娠
中の過ごし方やお産、赤ちゃんが生まれてからの生
活を家族でイメージできるような内容となっていま
す。パパ・ママお一人での参加はもちろん、ご家族での参加もお待
ちしています。

※参加を希望される方は、下記へ前日までにお申込みください。（定
員になり次第締め切ります）

11月26日（火） 13時30分～15時 （受付13時～）

津田保健センター　2階

乳児（2ヶ月児～）とその保護者

15名（要予約）

タッチケアについての説明、実技指導
身体計測、助産師による母乳相談（希望者）

バスタオル1枚、オムツ等外出時に必要なもの、母子
健康手帳（身体計測をご希望の方）

実 施 日 時

実 施 場 所

対 象 者

募 集 人 数

内 容

持参するもの

【問・申】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

タッチケア教室のご案内

私たちが日常的に赤ちゃん
にやさしく触れて語りかけてい
る行為をタッチケアと呼びま
す。親子の結びつきを強め、赤
ちゃんの発達を促すものです。
赤ちゃんだけでなく、保護者

の方にとっても心が安らぐ楽し
いひとときを、一緒に過ごしてみませんか?

ほっと相談室「ミニ講座」のご案内
子育てにまつわる様々な不安や最新情報などについての講座です。乳幼児の子育てに関する様々な疑問にお答えします。皆さん、赤

ちゃんやご家族とご一緒にご参加ください。

左記の電話番号では妊娠中から子育て
まで様々な相談も承っております。

【問】子育て支援課　☎（0879）26-9905

放課後児童クラブとは
保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校の就学児童を対象に、放課後および長期休

業期間に実施している登録制の児童クラブです。

入会の決定について
提出された放課後児童クラブ入会申請書に基づき、入会の資格を審査し、入会に適当と認められる入会決定者に3月上旬までに決定通

知書を送付します。なお、児童クラブの定員を超える場合は、入会できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、入会後も
次の事項に該当する場合は、入会の承認を取り消させていただきます。
＊保護者が児童クラブ費を滞納したとき。　　　＊児童の出席率が著しく低いとき。　　　＊保護者が虚偽の入会申請をしたとき。
＊児童クラブに入会していることが特に支障があると認めたとき。
　申請後に家庭の状況、住所、勤務先等申請内容に変更が生じた場合には、速やかに届け出てください。入会後についても、同様です。

入会の要件
放課後児童クラブへ入会できるのは、市内に居住する児童の保護者のいずれもが就労等

により児童の養育ができない場合で、親族その他の者も養育できない留守家庭に限ります。

津田放課後児童クラブ
大川町放課後児童クラブ
志度第1・第2放課後児童クラブ

鴨庄放課後児童クラブ
寒川放課後児童クラブ
長尾第1・第2放課後児童クラブ

造田放課後児童クラブ
小学校1年生～小学校4年生

放課後児童クラブ名 対　象　年　齢

津田放課後児童クラブ（津田小学校内）
大川町放課後児童クラブ（大川町児童館）
寒川放課後児童クラブ（寒川児童館）
長尾第 1・2 放課後児童クラブ（長尾児童館）
造田放課後児童クラブ（造田児童館）
志度第 1・2 放課後児童クラブ（志度小学校内）
鴨庄放課後児童クラブ（さぬき北小学校内）

津田町津田144番地
大川町南川61番地
寒川町石田西812番地1
長尾東914番地1
造田野間田693番地8
志度727番地
鴨庄2947番地

☎（0879）49-2674
☎（0879）43-3282
☎（0879）49-0165
☎（0879）52-3223
☎（0879）52-1565
☎（087）894-0063
☎（087）895-0835

放課後～18：00
（学校休業期間は、
　　　　8：30～）

児童クラブ名
さぬき市放課後児童クラブ

所在地・電話番号 開設時間

放課後児童クラブ費について

※年間・学校休業期間の児童1人当たりの金額には、おやつ代が含まれています。

年　　間

学校休業期間

児童安全共済加入金

月　　額
夏季休業期間
冬季休業期間
学年末休業期間
学年始休業期間
年　　間

5,000 円（8 月のみ 10,000 円）
15,000 円
4,000 円
4,000 円
3,000 円
750 円

区　　分 単　位　期　間 児童1人当たりの金額

○時間外保育
　（希望者のみ）

早朝（7：30～8：30）

延長（18：00～18：30）

休業期間のみ
年間利用
休業期間のみ

夏季3,000円、冬季800円、学年末700円、学年始500円
月額1，000円
夏季1，500円、冬季400円、学年末350円、学年始250円

※さぬき市内の児童クラブへ入会の児童を対象に、造田児童館で実施しています。
○土曜日保育
　（希望者のみ）

毎土曜日（7：30～17：30） 月　　額 3,000円

用紙は、子育て支援課、各放課後児童クラブ、さぬき市ホームページ「申請・届出様式ダウンロード」に備えてあります。
放課後児童クラブ入会申請書・・・・・・入会児童1人につき1枚
申請書に添付する書類（証明書類）・・入会児童1人につき1枚

（2人以上申込みの場合は、どちらか一方がコピーでも可）

証明書類（就労証明書、農業・漁業・自営業等従事申立書等）は、父・母・祖父母等（同じ校区内（統合した学校については、旧
校区内）および令和2年3月31日時点で65歳未満の方）、入会児童の扶養義務者全員の書類が必要です。

　書類は、全て揃ってから提出してください。また、勤務先の都合等により就労証明書の提出に時間がかかる場合は、各放課
後児童クラブにお申出ください。

②入会申込みに
　必要な書類

※受付期間中に申込みをしてください。受付期間を過ぎての申込みについては、やむを得ない事情の場合以外は、受付ができ
　ない場合があります。

入会の手続
①入会の受付

※受付期間中に申込みをしてください。受付期間を過ぎての申込みについては、やむを得ない事情の場合以外は、受付ができ
　ない場合があります。

令和2年度
入会希望の方

11 月 11 日（月）～11 月 15 日（金）　9：30～18：00
11 月 18 日（月）・11 月 19 日（火）　9：00～17：00

各放課後児童クラブ
子育て支援課（寒川庁舎2階）

区　　分 受　付　期　間 受　付　場　所

就 労 証 明 書
自営業等従事申立書
医 師 の 診 断 書

◯
◯

◯

勤務先の証明印
民生委員の証明
看護・介護の必要事項

証　明　書　類 常勤パート 自営業農漁業 病気介護 備　　考

令和2年度放課後児童クラブ入会案内
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健康
子育て
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