
平成22年１０月22日

地区 とき ところ 内容 問い合わせ

藤　根 10月29日(金)　18:00～  藤根地区交流センター 藤根地区への経営改革にかかわる取
り組みについて ☎73-5299

飯　豊 11月２日(火)　18:00～  飯豊地区交流センター 防災関係・景観維持施策などについ
て ☎68-2001

稲　瀬 11月４日(木)　18:00～  北上孝輝殿 市長講話 ☎65-2441

黒沢尻西 11月５日(金)　18:30～  黒沢尻西地区交流センター 市長講話 ☎64-0931

岩　崎 11月８日(月)　18:30～  岩崎地区交流センター
旧交流センターの取り壊しも含めた
岩崎城址一体の公園整備についてな
ど

☎73-6076

江釣子 11月18日(木)　18:00～  江釣子地区交流センター 公の施設の見直しなど経営改革につ
いて ☎77-2468

相　去 11月24日(水)　18:00～  相去地区交流センター 地域課題について ☎67-4355

  問い合わせ
  地域づくり課            3242

市政座談会が開催されます
市長が地域に伺います。ぜひご参加ください。

※会の名称や内容は、地区により異なります。
※詳細は、各地区の交流センターだよりなどをご覧ください。
※10月26日開催分までは９月24日号に掲載済みです。 内線

11月は児童虐待防止推進月間です

　最近、親などからの虐待で子どもの尊い命が奪
われる痛ましい事件が起きています。｢泣き声が
おかしい｣｢子どもが夜外に放置されている｣など
虐待かなと思ったらご連絡ください。虐待か否か
の判断は通告を受けた機関が行い、通告者の責任
は問われません。

と　き　土日祝日を除く午前９時15分～午後４ 時
ところ　子育て支援課内

■婦人相談窓口(☎64-7573)
対象･･･離婚問題や配偶者から暴力を受けているな
　　　 ど女性に関する相談

■家庭児童相談(☎64-7574)
対象･･･18歳未満のお子さんに関する問題・心配事
　　　  などの相談

 婦人相談・家庭児童相談

　親の病気やさまざまな事情で自分の家庭で暮
らすことができず、家庭のぬくもりを求めてい
る子どもたちのために里親になりませんか。
　里親を希望する人には、岩手県福祉総合相談
センターで詳しくご説明します。里親制度への
ご理解とご協力をお願いします。

岩手県福祉総合相談センター
☎019-629-9608

 里親になりませんか

  問い合わせ 　 子育て支援課            3472内線

連絡先
・平日(午前８時30分～午後５時15分)
　　　　　　　　　　　　　　　…子育て支援課
・土日祝日、夜間…市役所代表☎64-2111
※命にかかわると思われる場合は警察署へ連絡し
てください。

 虐待通告は国民の義務

　｢見過ごすな  幼い子どもの  SOS｣(22年度標語)
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第472号

保育園名 所在地 電話 延長
保育 保育年齢

市
　
　  
立

大通り保育園 九年橋 63-3038 ○

概
おおむ

ね１歳～就学前

飯豊保育園 村崎野 68-2004 ○
二子保育園 二子町 66-2532 ○
口内保育園 口内町 69-2015

南保育園 相去町 67-4317
江釣子保育園 上江釣子 77-2855
鳩岡崎保育園 鳩岡崎 77-2412
横川目保育園 横川目 72-2107 ○

社
会
福
祉 
法
人

黒沢尻保育園 鍛冶町 63-6889 ○
川岸保育園 川　岸 63-2688 ○
北上保育園 本石町 64-3296 ○ ６カ月～３歳未満
立花保育園 立　花 64-0259 概ね１歳～就学前

くにみ保育園 稲瀬町 65-1563 ６カ月～就学前相去保育園 相去町 67-3130
わがの里保育園 下江釣子 73-5524 ○ ２カ月～就学前
おにやなぎ保育園 鬼柳町 67-1020 ○

概ね１歳～就学前認定こども園
いわさき保育園 岩　崎 73-8111 ○

 【申し込み】
　　入所申込書に家族の就労証明書などを添付し
　て11月27日(土)～12月３日(金)の間に子育て支援
　課へ。入所案内と申込書は10月25日(月)から各保
　育園と子育て支援課で配布します。

○各保育園では受け付けしませんので子育て支援 
　課へお申し込みください。
○平成22年度に入所申し込みをして、まだ入所し
　ていない人は再度申し込みが必要です。

◎詳しくは子育て支援課( 　  3476～3479)へ問い 
合わせください。

受け付け日時 場　　所
11月27日(土)・28日(日)
午前９時～午後４時

市健康管理センター
附属館(本庁舎向かい)

11月29日(月)～12月３日(金)
午前８時30分～午後５時
※30日(火)は午後６時30分まで

子育て支援課
(本庁舎４階)

  【保育時間】
　　午前７時30分から午後６時まで(相去保育園は
　午後６時30分まで)。延長保育は午後７時までで、
　一覧表に｢○｣印が付いている保育園で常時行っ
　ています。別途延長保育料が必要です。

保育園

保護者や家族が仕事や病気などの理由により、日中子どもの保
育ができない場合、必要と認められる期間、就学前の児童が入
所できます。

幼稚園

幼稚園園児募集
保育園入所申し込み

平成23年度

願書受け付け
【市立幼稚園】
　　12月１日(水)～15日(水)の土・日曜日を除く午前９時
　～午後４時までです。募集要項は11月19日(金)から各

幼稚園名 所在地 電話
募集人数

３歳 ４歳 ５歳

市
立
幼
稚
園

黒沢尻幼稚園 常盤台 63-3504 40 23 若干名

更木幼稚園 更木 66-2589 20 18 若干名

江釣子幼稚園 滑田 77-4340 40 30 若干名

横川目幼稚園 横川目 72-2233 20 17 若干名

藤根幼稚園 長沼 73-5335 20 12 16

私
立
幼
稚
園

専修大学北上幼稚園 柳原町 64-6006 60 40 30
やさか幼稚園 北鬼柳 63-4832 40 20 10

むらさきの幼稚園 村崎野 66-2153 75 25 若干名

暁の星幼稚園 中野町 65-2082 60 30 20
双葉幼稚園 花園町 65-2800 40 20 若干名

大堤幼稚園 相去町 67-0505 50 30 若干名
認定こども園

いわさき幼稚園 岩崎 73-8111 12 5 2

内線

幼稚園で配布します。面
接日時は願書受付時にお
知らせします。定員を超
えた場合は、抽選により
決定することがあります。
※全園で｢預かり保育｣を
実施しています。

【私立幼稚園】
　11月１日(月)から各幼稚
　園へ

  ◎詳しくは各幼稚園へ問      
  い合わせください。

－ �－


