
今月の子育て相談（予約制）

今月のこども歯みがき教室
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児童扶養手当の支給額が変更
　４月分（８月支給分）から次のと
おり変更になりました。　
改正後の支給額　 第１子＝全部支
給42,500円、一部支給（10円刻み）
42,490円～10,030円　

第２子加算額=全部支給10,040円、
一部支給（10円刻み）10,030円～
5,020円

第３子以降加算額=全部支給6,020
円、一部支給（10円刻み）6,010円
～3,010円
子育て助成課 25・6446

児童手当・特例給付現況届の提出を
　対象者には、６月上旬に届出用紙
を送付しますので、６／29㈮までに
郵送または直接、子育て助成課・各
支所に提出してください。提出がな
い場合は、手当の支給を一時差し止
めることがあります。　
子育て助成課 25・6446

６／５㈫＝東地区体育センター　
６／11㈪＝第二庁舎３階　
６／18㈪＝永山公民館　
６／25㈪＝神楽岡地区センター
５／21㈪８：45から母子保健課

26・2395

５／28㈪　10：00から　
健康相談室（第二庁舎３階）　

３歳以下の乳幼児と保護者　６組
健康推進課 25・6315

ファミリー・サポート・センター
　育児の援助を受けたい方（依頼会員）と、援助を
したい方（提供会員）とをつなぎます。
援助内容　
●保育所・幼稚園等の開始前や
　終了後の子供の預かり
●保育所・幼稚園等への送迎
●放課後の子供の預かり　など
対象年齢　６か月～小学６年生
利用料金　下の表のとおり

上川中部こども緊急さぽねっと
　子供の急病や保護者の急な仕事などの場合に、子
供を預けたい方（利用会員）と、子供を預かる方（ス
タッフ会員）とをつなぎます。
援助内容　●急な出張等による宿泊の預かり　
●保育所に預けられない病児・病後児の預かり
●保育所等への急な送迎や一時的な預かり　など
対象年齢　０歳～小学６年生
利用料金　下の表のとおり

　未就学児と保護者に園を開放し、
遊び場の提供や教育相談を行ってい
ます。
　各園の開放日などを掲載した冊子
を、配布しています。

配布場所　
各幼稚園・認定こども園・認可保育
所・小規模保育事業所、こども育成
課（７の10　第二庁舎５階）、各庁
舎案内、各支所・公民館・図書館・
児童センターほか
【詳細】こども育成課
　　　　　25・9106

子供・子育て情
報

問い合わせ＝旭川ＮＰＯサポートセンター（神楽２の８　　74・5380）月～金曜日、8：45～17：15

子育て支援のお知らせ

※いずれも、世帯の状況に応じて利用料金の一部を市が助成。

支援を受ける人と、支援をする人による会員制のサービスです

幼稚園・認定こども園・認可保育所・小規模保育事業所

利用時間利用内容 利用料金
    7：30～18：00
  18：00～23：00
保育所・学童保育終
了時～登園・登校時

病児・病後児
預かり

宿泊

1,000円／１時間
1,200円／１時間

３歳以上10,000円
３歳未満12,000円

利用時間 月～金曜日

 6：00～  7：00
7：00～19：00

19：00～22：00

 400円／30分
350円／30分
400円／30分

　
400円／30分

土・日曜日、祝日、年末
年始（12／30～1／4）

●ひとり親家庭等の相談
25・9107

●子供に関する相談は
子ども総合相談センター

26・5500

開設日時は窓口によって異なります

平日午前８時45分～午後５時15分
（月・木曜日は午後８時まで）

へいじつ ごぜん　　　じ　　　ふん　　　ご ご　　　じ　　　ふん

げつ　　もくようび　　　ご ご　　　 じ

子どもホットライン（無料）
むりょう

子供からの相談電話
こども そうだんでんわ

0120・528506
こんにちは  コ ー ル

利
用
す
る
に
は

ど
ち
ら
も
事
前
の

登
録
が
必
要
で
す

「開放のお知らせ」を配布中

子育ての援助をしてほしいときは 子供の病気や、急な仕事のときは

子供とお出掛け支援サイト
こどもーる



地域子育て支援センター ・ 子育てサロン 子育てわくわく
カレンダー未就学児や保護者対象のイベントやサロンを各地域で開催しています

詳しくは
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おとうさんの似顔絵展
父の日の似顔絵作品募集・展示　
募集＝６／17㈰まで、展示＝６／

24㈰まで　 ０歳児～小学生　

定期イベント
森のお楽しみ会（毎週月曜日）
森のリトミック（毎週水曜日）
森のわんぱくキッズ（毎週木曜日）

◇神居　神居５の12　 69・2225
なんでも体験

火育講座　 ６／23㈯　13：30
～15：00　 小学生以上　 20人

６／４㈪から

◇東光　東光５の２　 32・1473
チャレンジデー

けん玉・縄跳び検定　
６／２㈯　10：00～11：30　
小学生以上（縄跳びは幼児も可）

◇永山　永山３の19　 47・8008
み～んな赤ちゃん

手遊び、制作、交流ほか　
６／11㈪　13：30～14：15　
０歳児と保護者　 10組　
５／28㈪から

◇北門　北門町８　 52・0765
◇春光　春光１の７　 53・7992
◇神楽　神楽３の６　 63・6201

毎月第１・３土曜日とその翌日曜日
に運動室を一般開放。種目限定、貸
切り不可
クライミング講習会

認定証取得のための講習　
第１回＝６／３㈰　11：00か

ら、13：30から　 第２回＝６／
10㈰　11：00から　 第３回＝６
／10㈰　13：30から（各回90分）

高校生以上　
９人（第１回は各回５人まで）　
５／５㈯から

ＵＶレジンクラフト体験
アクセサリーチャーム作り　 ６

／16㈯　13：00～15：00　 小学
５年生以上　 ８人　 500円

５／21㈪から

おひさま
春光２の８　 51・0637
赤ちゃん教室（全３回）

絵本とふれあいあそびほか　
初回６／７㈭　13：30～14：30
７～10か月児と保護者　 12組
５／24㈭から　　　　　
こもれび　　
もりもりパーク内　 56・0763
赤ちゃん講座

ベビーマッサージ（顔）　 ６／
12㈫・13㈬　11：00～11：30

０・１歳児と保護者　 各20組
随時
ほっとほたる
永山町５　 46・4749
いきいき子育て講座

赤ちゃんのスキンケア　
６／27㈬　10：00～11：30　
０歳児と保護者　 10組　
６／14㈭からの14：00～16：00

にょきにょき
豊岡３の３　 38・6816
ぱぱあそぼ！

園庭で遊ぶ　 ６／16㈯　10：
00～11：30　 幼児と男性保護者

随時９：00から
いずみ
神居９の４　 62・8986
カムイ合同運動会

神居児童センターとの合同運動会
６／７㈭　10：30～11：30　
神居児童センター（神居５の12）
乳幼児と保護者　 15組　
５／21㈪10：00から
ぴょんぴょん
旭神町　 66・2332
一緒に遊ぼう

たなばたの会
６／28㈭　10：00～11：30　
１～５歳児と保護者　 20組　
６／14㈭９：00から
ねむのき
宮下通14　 090・8271・8899
親子遊びのひろば

新聞紙遊び
６／22㈮　10：30～11：30　
幼児と保護者　 20組　
６／１㈮から

ぱれっと
神楽３の６　 63・6201
親子お楽しみ講座

親子ヨガ
６／19㈫　10：30～11：30　
木

き ら り ん

楽輪（神楽３の６）　
０歳児と保護者　 20組　
６／11㈪から
ちゅうりっぷ
北門町８　 52・0765
育児講座「こどものおやつつくり」

６／28㈭　10：00～11：30　
乳幼児の保護者　 15人　
300円　 託児あり
６／４㈪から
こまどりつ～ながれ
東鷹栖４の３　 070・5049・4523
子育て講座

旭川理容美容専門学校生から子供
の髪を切るコツを学ぶ

６／14㈭　10：00～11：30　
乳幼児の保護者　
12人　 託児あり　
５／29㈫から

ファミリー・サポート・センター
　育児の援助を受けたい方（依頼会員）と、援助を
したい方（提供会員）とをつなぎます。
援助内容　
●保育所・幼稚園等の開始前や
　終了後の子供の預かり
●保育所・幼稚園等への送迎
●放課後の子供の預かり　など
対象年齢　６か月～小学６年生
利用料金　下の表のとおり

上川中部こども緊急さぽねっと
　子供の急病や保護者の急な仕事などの場合に、子
供を預けたい方（利用会員）と、子供を預かる方（ス
タッフ会員）とをつなぎます。
援助内容　●急な出張等による宿泊の預かり　
●保育所に預けられない病児・病後児の預かり
●保育所等への急な送迎や一時的な預かり　など
対象年齢　０歳～小学６年生
利用料金　下の表のとおり

　未就学児と保護者に園を開放し、
遊び場の提供や教育相談を行ってい
ます。
　各園の開放日などを掲載した冊子
を、配布しています。

配布場所　
各幼稚園・認定こども園・認可保育
所・小規模保育事業所、こども育成
課（７の10　第二庁舎５階）、各庁
舎案内、各支所・公民館・図書館・
児童センターほか
【詳細】こども育成課
　　　　　25・9106

子供・子育て情
報

問い合わせ＝旭川ＮＰＯサポートセンター（神楽２の８　　74・5380）月～金曜日、8：45～17：15

子育て支援のお知らせ

※いずれも、世帯の状況に応じて利用料金の一部を市が助成。

支援を受ける人と、支援をする人による会員制のサービスです

幼稚園・認定こども園・認可保育所・小規模保育事業所

利用時間利用内容 利用料金
    7：30～18：00
  18：00～23：00
保育所・学童保育終
了時～登園・登校時

病児・病後児
預かり

宿泊

1,000円／１時間
1,200円／１時間

３歳以上10,000円
３歳未満12,000円

利用時間 月～金曜日

 6：00～  7：00
7：00～19：00

19：00～22：00

 400円／30分
350円／30分
400円／30分

　
400円／30分

土・日曜日、祝日、年末
年始（12／30～1／4）

●ひとり親家庭等の相談
25・9107

●子供に関する相談は
子ども総合相談センター

26・5500

開設日時は窓口によって異なります

平日午前８時45分～午後５時15分
（月・木曜日は午後８時まで）

へいじつ ごぜん　　　じ　　　ふん　　　ご ご　　　じ　　　ふん

げつ　　もくようび　　　ご ご　　　 じ

子どもホットライン（無料）
むりょう

子供からの相談電話
こども そうだんでんわ

0120・528506
こんにちは  コ ー ル

利
用
す
る
に
は

ど
ち
ら
も
事
前
の

登
録
が
必
要
で
す

「開放のお知らせ」を配布中

子育ての援助をしてほしいときは 子供の病気や、急な仕事のときは

子供とお出掛け支援サイト
こどもーる

その他のイベントは
　に掲載

その他のイベントは
　に掲載
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離乳食教室（後期）
６／４㈪　13：15～15：30　
健康相談室（第二庁舎３階）　

８か月～１歳児の保護者　40人
大人100円、子供50円　
保健指導課 23・7816

ペアレント・トレーニング３回講座
子供の行動に焦点をあて、肯定的

な関わり方を学ぶ　
６／７㈭・21㈭、７／５㈭　

10：00～11：30
年中・年長園児の保護者　 ８人

５／21㈪～６／１㈮に子ども総
合相談センター（10の11　 26・
5500）

ぱくぱく！こどもごはん！
幼児食等の調理実習、講話　
６／18㈪　10：30～13：30　
調理実習室（第二庁舎６階）　
１歳半～未就学児の保護者　
30人　 300円　
託児あり。申込みが必要　
保健指導課 23・7816

体験学習教室
ホタルの幼虫の観察・放流　
６／16㈯　10：00～12：00　
小・中学生と保護者　 20人　

５／22㈫から西神楽パークセン
ター（西神楽南１の１　 75・36
69）

カムイの杜
もり

公園体験学習教室
①陶芸＝６／10㈰　

②自然観察＝６／17㈰　
９：30～11：30

小学生と保護者　 各10組　
①１組1,500円　

①５／21㈪～６／９㈯、②５／
21㈪～６／16㈯にカムイの杜公園
（神居町富沢　 63・4045）

公民館
読み聞かせ

「赤いてぶくろ」による読み聞か
せ　

５／26㈯　10：30～11：30
乳幼児と保護者
新旭川公民館（東３の７　 23

・9299）

英語にチャレンジ（全２回）
ゲームや遊びを交えて英語を学ぶ
６／９㈯・16㈯　

10：00～12：00　
５歳～小学２年生、小学３～６年

生　
各12人　 500円

５／18㈮から東光公民館（東光
10の３　 35・1708）

おはなし会
絵本の読み聞かせ、シャボン玉遊

び　 ６／９㈯　11：00～12：00
幼児・小学生と保護者
東旭川公民館（東旭川町上兵村
36・1017）

子育てひろば・れっつクック
フライパンでシナモンロール作り
６／11㈪　10：00～12：00　
乳幼児と保護者　
10組　 １組350円

５／21㈪から春光台公民館（春
光台３の３　 53・5620）

キッズサロン
スクラップブッキング　
６／15㈮　10：00～12：00　
乳幼児と保護者　 12組　

５／21㈪から西神楽公民館
（西神楽南２の３　 75・3112）

子どもチャレンジ教室（工作）
６／16㈯　９：30～11：30　
小学生　 25人　

５／21㈪～31㈭に東旭川公民
館（東旭川町上兵村　 36・1017）

親子で楽しむタッチケア（全２回）
ベビーマッサージ、ハンドマッサ

ージ　
６／18㈪・25㈪　

10：00～12：00　
３か月～１歳児と保護者　
12組　 １組1,000円

５／25㈮から東光公民館（東光
10の３　 35・1708）

親子で楽しむ押し花講座
６／30㈯　13：00～15：00　
小学生と保護者　 20組　
1,500円　

６／１㈮から東光公民館（東光
10の３　 35・1708）

親子ふれあい農業体験
～牛の乳しぼり編

神居町上雨紛の牧場で、牛の世話
や乳しぼりを体験　

７／７㈯　９：00～13：30　
小学生と保護者
10組　 １組1,000円　
６／13㈬から神居公民館 61・

2575

子供・子育て情
報

福祉・健康情
報 開設日時は窓口によって異なります

夜間・休日の当番医は
北海道救急医療情報案内センター

●高齢者の介護に関する相談
25・9119

●障害がある方の総合相談
　73・5936  　73・5937

●夜間急病センターの場所・診療時間が変わりました
　市立旭川病院２階（金星町１　　25・0297）・午後10時～午前７時30分

一般電話からはフリーダイヤル
0120・20・8699

011・221・8699
　　携帯電話からは 旭川市

医師会

子育てコラム❶

　　　子供と一緒に利用しやすい遊び
　　　場や飲食店を知りたいです

　　　子供とお出掛け支援サイト「あ
　　　さひかわこどもーる」を利用す
ると便利です。「たべる」「あそぶ」
「かう」など目的別に検索でき、授乳

室・おむつ替えスペース等
の有無も確認できます。随
時、情報を追加しています
ので、ぜひ利用
してください

Q

Ａ

読者から寄せられた声に答えます


