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センター名 開設場所 住　所 電話番号
市子育て支援センター 高田東部保育園 豊原上町 31-7468

南部子育て支援センター ひので保育園 三江湖町 33-2393

北部子育て支援センター しらぬい保育園 高小原町 34-1056

ひまわり子育て支援センター 八代ひまわり保育園 井上町 34-7008

鏡子育て支援センター 文政保育園 鏡 町 52-1219

千丁子育て支援センター 千丁みどり保育園 千丁町 46-0088

実施施設名 実施場所 電話番号 利用日

キッズルーム 郡築 12番町 71-2
（八代乳児院内）

32-0544

月～金曜日

キッズケアホーム 横手新町 7-18
谷口ハイツ 201 号 月～土曜日

病児・病後児ハウス
ひかり

新地町 1-20-2
（八代ひかり保育園横） 33-5391 月～金曜日

子育て相談窓口地域子育て支援センター

病児・病後児保育
つどいの広場

13

4
2

　子育て中の親子や出産予定の人が、幼稚
園・保育園などの施設や子育て支援サービ
スをスムーズに利用できるように、子育て
相談専門員が相談を受け、必要な子育てサー
ビスや適切な機関とつなぐお手伝いをしま
す。
開設場所 こどもプラザわくわく内
　　　　　（イオン八代店２階）
開設日時 月～金曜日
　　　　 午前 10 時～午後 4時
問 合 せ こどもプラザわくわく
　       ☎ 30-7140

　６つの保育園に併設してあり、０歳から就園前までの子育て親子が気
軽に集い、自由に遊んだり、子育ての情報の交換や相談などができる場
所です。保育士などが、親子のふれあいやつながりを深める、お手伝い
をしています。

　病気や病気の回復期の子どもで、保護者が仕事などの理由により家庭
で看護できないときに一時的にお預かりします。事前にこども未来課か
実施施設で利用登録が必要です。（母子健康手帳をお持ちください。）利
用料金が必要です。

※利用日は、祝日・盆・年末年始を除きます。

利用時間 午前７時 30分～午後６時

　乳幼児（主に０～３歳）とその保護者な
ど子育て親子が気軽に集える場所です。親
子で遊んだり、親同士の交流、子育て講座
などの開催、子育ての悩みなどの相談を受
け付けています。

こどもプラザすくすく
（マックスバリュ八代店２階）
開 設 日 火・水・金・土曜日
開設時間 午前 10時～午後 3時 30 分
　※ 午後 3 時 30 分～ 4 時は個別相談対応

のみ
問 合 せ ☎ 32-0404

こどもプラザわくわく（イオン八代店 2階）
開 設 日 月～金曜日
開設時間 午前 10時～午後 3時 30 分
　※ 午後 3 時 30 分～ 4 時は個別相談対応

のみ
問 合 せ ☎ 30-7140

つどいの広場　ぽけっと
（振興センターいずみ 2階）
開 設 日 月・水・金曜日
開設時間 午前 9時～午後 4時
問 合 せ ☎ 67-3511

問合せ こども未来課　本庁仮設庁舎東棟 1階　☎ 33-8721
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とき・ところ 講習内容

５月 18日㈭
　　午前 9時～午後 5時
太田郷コミュニティセンター
（旧太田郷公民館）

こどもの身体の発育と発達
こどもの暮らしとケア
預かりにおけるこどもの遊び
おもちゃと遊ばせ方
保育の心と子育て支援の現況

５月 21日㈰ 
　　午前 9時～午後 5時
太田郷コミュニティセンター
（旧太田郷公民館）

こどもの健康（疾患と症状）
小児看護の基礎知識
心の発達過程とかかわり方
障がいのあるこどもの理解
事業を円滑に進めるために

５月 22日㈪ 
　　午前 9時～午後 5時
代陽コミュニティセンター
（旧代陽公民館）

こどもの栄養と食生活
こどもの事故と安全
援助活動に備えて
提供会員の事例発表

ショートステイ
トワイライトステイ

子育てについての相談窓口

ファミリーサポートセンター6

7

5

　保護者が病気や仕事などで一時的に家庭での養育が
困難となった子どもを、施設などでお預かりします。
事前にこども未来課で利用登録が必要です。利用料金
が必要です。
〈ショートステイ〉
　疾病や出産、看護、出張、冠婚葬祭、公的な行事へ
の参加などの場合に利用できます。宿泊も可能で、原
則７日以内です。ただし、仕事が理由の場合は利用で
きません。
〈トワイライトステイ〉
　夜間（午後５時～午後 10時の間）や休日（土日・祝日）
に、保護者が仕事などの理由の場合に利用できます。
宿泊はできません。
実施施設　八代乳児院（２歳未満）
　　　　　八代ナザレ園（２歳以上）

・子育て相談窓口　☎ 30-7140
・つどいの広場や地域子育て支援センター（各施設へ）
・市民相談室（家庭児童相談員）　☎ 33-4452
・こども未来課　☎ 33-8721

◎児童虐待を疑ったり、発見したら ･･･
・こども未来課　☎ 33-8721
・県八代児童相談所　☎ 33-3247
・児童相談所全国共通ダイヤル　☎ 189（いちはやく）

　結婚・妊娠・出産・子育ての総合ホームページです。
さまざまな制度や事業の情報、幼稚園・保育園・学校
などの紹介、お知らせやイベント情報を掲載していま
す。パソコンやスマートフォン・タブレットなどで、
ぜひご覧ください。

http://attaka.city.yatsushiro.kumamoto.jp/

◎こんなときはファミサポを
・ 残業のときなどに保育園や放課後児童クラブなどへのお迎
えやその後の預かり

・病院や美容院など用事を済ませる間の預かりなど
  利用料金 １時間 600 円（土日・祝日は 700 円）

　ファミサポは会員同士が育児を助け合う組織です。育児の
援助を受けたい人を「利用会員」、援助を行いたい人を「提
供会員」と呼びます。会員となるには、あらかじめ登録が必
要です。センターでは、会員相互の連絡調整を行い、援助活
動を支援します。（提供会員の援助活動には、活動報酬とし
て１時間 600 円（土日・祝日は 700 円）をお支払します。）
問合せ・会員登録 ファミリーサポートセンター

☎ 32-0404　　
（こどもプラザすくすく内　午前９時～午後５時、木・日曜
日は休み）

　提供会員として安心・安全に援助活動を行うには、受講が
必要です。子育て支援に理解と熱意があり、安全に子どもを
預かることができる 20 歳以上の健康な人は誰でも参加でき
ます。興味がある人も、ぜひご参加ください。参加費は無料
です。

サポーター講習会 を開催します

※ 講習会の参加申込は、５月 12 日㈮までに、ファミリー
サポートセンターまたはこども未来課まで

や しつ ろ

援助活動を行うための

サポーター講習会
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