
広報ひろかわ 2021年 4月号︱12

行事名 対象 期日 時間 参加費 内容

3歳児健診 平成30年 3月生まれ 6日㈫

13:30～14:00
診察 14:00 ～ 無料

身体計測や内科診察、保健指導（問
診含む）、栄養指導などを行います。

※ �10か月児健診、4か月児健診は
案内通知を発送していません。

1歳 6か月児健診 令和元年 9月生まれ 13日㈫

10か月児健診 令和2年 6月生まれ 20日㈫

4か月児健診 令和2年 12月生まれ 27日㈫

マタニティcafe★ 妊婦とその家族

13日㈫

9:30 ～ 11:30 100 円

妊娠中の注意点や出産の流れを学び
ます。

20日㈫ 妊娠期～授乳期の食事のポイントを
学びます。

親子ビクス★ 乳幼児とその保護者 お休み 無料 リズム遊びやふれあい遊びを行いま
す。動きやすい服装でお越しください。

てくてく広場 乳幼児とその保護者
8日㈭ 10:00～15:00

無料
身体計測後、保健師・助産師・管理
栄養士・保育士が育児のさまざまな
相談に応じます。22日㈭ 9:30 ～ 11:00

よちよちサロン
・

よちよちプチサロン
乳幼児とその保護者

5日㈪ 14:00～14:30

無料
手遊びや親子ふれあい遊びを通して、
寝返り、おすわり、ハイハイなど成長
のお手伝いをします。

8日㈭ 13:00～14:00

22 日㈭ 11:00～11:30

まんまclub★
離乳食教室・初期

妊婦、生後 6か月ま
での乳児の保護者 27日㈫ 10:00～12:00 100 円 離乳食の基本について学びます。

［献立］10倍がゆ、野菜スープ

まんまclub★
離乳食教室・中後期

妊婦、生後 7～ 11
か月の乳児の保護者 28日㈬ 10:00～12:00 300 円

大人の食事からのとりわけ方を学び
ます。　［献立］豆腐の野菜あんかけ、
春雨のきんぴら、新じゃがのみそ汁

ハグハグ ･デビュー 令和2年 12月生まれ
の乳児とその保護者 7日㈬ 13:30～14:30 無料

身体計測や親子ふれあい遊び、読み
聞かせ、手形・足形カード作りを行
います。

4月の保健行事

2 日㈮ 10:30 ～ 11:00 きららのおはなし会
4日㈰ 10:00 ～ 10:30 小麦粉粘土で遊ぼう
5日㈪ 10:00 ～ 10:30 愛先生の音楽遊び
9日㈮ 10:00 ～ 11:00 ママ cafe★

11 日㈰ 10:00 ～ 10:30 こいのぼりを作ろう①
14日㈬ 10:00 ～ 10:30 かっちんこのおはなし会
15日㈭ 10:00 ～ 11:00 子育て支援講座★

19日㈪ 10:00 ～ 10:30 こいのぼりを作ろう②
25日㈰ 10:00 ～ 10:30 愛先生の音楽遊び
30日㈮ お誕生日会

9:45 ～ 10:00 カード作成（手形・写真撮影）
10:00 ～ イベント

※イベント名に「★」があるものは要予約
※�各種イベントは延期・中止する場合があります。町ホー
ムページや Facebook などをご確認ください。

ハグハグカレンダー

子どもの急な病気に困ったら

休日・夜間に子どもが病気になったとき、
小児科医師・看護師へ相談できます。

小児救急電話相談　☎♯ 8000

子育て支援センター�ハグハグ

町民交流センター ｢いこっと｣ 1階
開館 /㈪～㈮ ･㈰、9:30 ～ 16:00
閉館 / ㈯ ･ ㈷（㈫は対象者のみ）
問福祉課子育て支援係　☎ 0943-32-1113�

イベント以外の時間は、自由に遊んだり、おしゃべり
したり、毎日たくさんのお友達が遊びに来ています。
スタッフへ悩みを相談することもできます。
子どもを預ける施設ではありません。保護者も一緒に
ご参加ください。



弁護士無料法律相談（利用条件あり）
日時　�4 月 1日・15日㈭�

13:00 ～ 16:00［1人 30分］
場所　福岡法務局八女支局
定員　各 6人（先着順）
予約　法テラス福岡
☎050-3383-5502�or�☎ 050-3383-5501
なんでも人権相談所

（八女人権擁護委員協議会）
日時　4月 15日㈭ 13:00 ～ 16:00
場所　はなやぎの里
問福岡法務局八女支局　☎0943-23-2603
心配ごと相談
日時　�4 月 14日・28日㈬�

9:00 ～ 15:00
場所　はなやぎの里
問はなやぎの里　☎ 0943-32-3768
身体障がい者相談
日時　4月 6日㈫ 10:00 ～ 12:00
場所　はなやぎの里
問福祉課　☎ 0943-32-1113
補聴器相談
日時　4月 20日㈫ 15:00 ～ 16:00
場所　はなやぎの里
問福祉課　☎ 0943-32-1113
知的障がい者相談
日程などを調整しますので、福祉課（☎
0943-32-1113）へご連絡ください。
教育相談
毎週㈫・㈮ 13:00 ～ 17:00
問専用電話　☎ 0943-32-1685
【不在時】学校教育係　☎ 0943-32-0093

保育園・幼稚園
からのお知らせ 相談はお気軽に

心愛保育園　 　 ☎ 0943-32-4004
斗和保育園（チャイルドハウス）

☎ 0943-32-2722
● 4月 13日㈫ 10:00 ～ 11:30
ベビーデー [未就園児対象 ]……うた
あそび、身長・体重測定など
● 4月 26日㈪ 10:30 ～ 12:00
親子体操 [未就園児対象 ]……親子で
楽しく体を動かそう、要タオル・水筒
●㈪～㈮ 10:00 ～ 13:00
園庭開放 [未就園児対象 ]
●㈪～㈮ 8:30 ～ 17:30
一時預かり保育……半日 1,000 円・
1日 2,000 円（要事前登録）
上広川保育園　 ☎ 0943-32-1925
中広川保育園（ポラーノの広場）

☎ 0943-32-4850
下広川保育園　 ☎ 0942-52-3804
八女学院広川幼稚園　☎ 0943-32-4172
保育園おひさま（小規模保育施設）

☎ 0943-32-1125
八女地区病児・病後児保育施設おひさま

☎ 0943-32-6103

公共施設などの電話番号

広川町役場　 　 　 ☎0943-32-1111
㈹FAX 0943-32-5164

保健 ･ 福祉センター ｢はなやぎの里｣
☎ 0943-32-3768

広川町産業展示会館　☎ 0943-32-5555
古墳公園資料館［㈪休館］

☎ 0942-54-1305

チェックリスト
今月号の良かったページにチェッ
クをお願いします。
□特集：まちを守る消防団
□施政方針
□ TOWN�INFORMATION
□納期限・口座振替日までに納付を
□ 4月のイベント
□ 4月の保健行事
□ホットな消費者News
□広川町立図書館へ行こう！
□よかよかだより
□�学校教育
□お知らせのページ
□人権問題を考える
□ふるさと再発見
□�町税がコンビニ&スマホ決済
で納付できるようになります
□ dボタン広報誌
□そのほか（　　　　　ページ）

ご自由にお書きください（イラスト可）

困りごと相談室（要予約）
日時　4月 22日㈭ 10:00 ～ 16:00
場所　はなやぎの里
予約　福岡県自立相談支援事務所

☎ 0942-38-8501
行政相談（電話のみ）
年金や道路、福祉など、行政の仕事に
ついて、行政相談委員が無料で相談に
応じます。
日時　4月 28日㈬ 13:00 ～ 15:00
問総務課　☎ 0943-32-1255
救急車 ? 病院 ? 迷ったら #7119
医療機関の受診や救急車の利用など、
看護師からアドバイスが受けられま
す。［年中無休・24時間受け付け］
問県救急医療情報センター　☎#7119
つながらない場合は　☎ 092-471-0099

広報紙に関するチェック
リストおよびご意見を記
入し、「あなたの声」を
送っていただいた人に、
「まち子ちゃんシール」
をプレゼント（抽選で 3
人、同年度 1回のみ）

まち子ちゃんシール
プレゼント！

広報ひろかわは、誰にとっても見や
すく、読みやすいユニバーサルデザ
イン（UD）フォントを使っています。




