子育て

※定期予防接種開始前に、任
意予防接種としてＢ型肝炎

☎ 36-7253

子育てコンシェルジュ 児童
（18 歳未満）に関わる子育ての総合窓口 子育て応援課

ワクチンを接種している場
合、 月１日以降は残りの
回数を定期予防接種として
接種することになります。

回数、スケジュール

程の管理が重要です。

子育て相談窓口

全 ３ 回 の 接 種 を 行 い ま す。
日以上の間隔をおいて２回
皮下に接種した後、１回目の
接種から１３９日以上の間隔
をおいて、３回目の皮下接種
を行います。

【ご注意ください！】
１回目の接種から３回目の
接種を終えるまでには、おお
よそ半年間かかります。
特に、平成 年４月・５月
生まれで、 月の定期接種開
始以降初めてＢ型肝炎ワクチ
ンを受けるお子さんは、 月
時点で既に生後５～６カ月が
経過していますので、接種日

139 日以上

Ｂ型肝炎とは
Ｂ型肝炎は、Ｂ型肝炎ウイ
ルスの感染により起こる肝臓
の病気です。Ｂ型肝炎ウイル
スは血液を介して感染しま
す。集団生活の中でも、けが
などを介して感染することが
あり、本人が知らないうちに
感染している場合もありま
す。感染には、一過性の感染
と慢性的な感染（キャリア化）
があります。キャリア化する
と慢性肝炎などの肝臓の病気
になる可能性があり、そのう
ち一部の人は、肝硬変や肝が
んなど、命に関わる病気を発
症することがあります。
特に、乳幼児で感染すると
キャリア化するリスクが高い
ため、ワクチンを接種してＢ
型肝炎ウイルスへの抵抗力を
つけるこ
と が、 重
要な予防
策とされ
ています。

27 日以上

子育て世代包括支援センター
「てくてく」☎ 34-3285

妊娠・出産・子育てについての相談窓口

子育て相談

（標準 生後 2 カ月から 9 カ月）

10

とき／月〜金曜日（祝日、年末年始は除く）
午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分（☆は午前 9 時〜午後 4 時）
Consultation Desks

10

1 回目
2 回目
3 回目

27

【標準的なスケジュール】

問い合わせ先

内容

名称

28

10

対象者は
平成 年４月１日以降に生
まれた０歳児です。対象者に
は通知しますので、医療機関
へ予約した後、接種をお願い
します。
28

子ども・家庭 110 番
☎ 054-273-4152
ストップ・児童虐待！
児童相談所全国共通ダイヤル
☎︎ 189（いちはやく）

始まります！

10月1日からB型肝炎ワクチン定期予防接種
問健康づくり課 ☎︎ 34-3281

保育園などの入園相談 幼稚園・保育園、認定こども園の入園について 保育支援課

☎ 36-7195

家庭児童相談

非行・ひきこもり、児童虐待、DV 相談など 家庭児童相談室

☎ 36-7253

こども発達相談

子どもの発達（ことばの発達など）について

子育て応援課こども相談係

☎ 36-7408

教育相談

小学生・中学生の教育について

教育相談室 ☆

☎ 34-2255

特別支援教育相談

小学生・中学生の特別支援教育について

特別支援教育相談室 ☆

☎ 34-2272

Shimada
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子育て応援サイト「しまいく」⇨
子育てママ＆パパお役立ち情報 !
: http://shimaiku.jp/

志太３市のお出かけスポットなどを掲載

一緒に子育ての話をしませんか !?

10 月 22 日「Oneday 子育て Café」

「志太すくすく map」発行
問子育て応援課 子育て応援係 ☎︎ 36-7159

志太地区の３市（島田・藤枝・焼津市）が連携して、子
育て世帯向けのお出かけスポットを分かりやすくまとめた

今年度の子育て Café は、顔の見える対話型として「相
談したい」
「知りたい」
「つながりたい」をテーマに、子育

マップを作成しました。
主な施設の駐車場や多目的トイ
レの場所など、お出掛けに役 立

てについて丁寧に向き合う場としました。地域の子育て支
援グループや市の子育てに関係するスタッフが、皆さんか
らの相談をお受けします。
とき／ 10 月 22 日㈯ 午前 9 時～正午
ところ／保健福祉センター はなみずき
対象／未就学児を育児中のママ・パパとその子どもなど（妊
娠中のプレママ・プレパパも大歓迎）
内容／①相談コーナー（子どもの健康や発達、保育園手続
き、託児サービス など）② Café コーナー（妊娠中の夫
婦も大歓迎）③体験コーナー（妊婦体験、赤ちゃんの
お世話体験）④イベント
コーナー（「おもちゃ病
院島田」の出店、絵本の
読み聞かせ）
※ 託 児 は ありま せ ん が、
キッズスペースでスタッフ
が見守りを行います。
昨年の子育て Café

つ情報も掲載しています。ポケッ
トサイズで収納しやすく、とても
便利です。
「志太すくすく map」は、子
育て応 援 課 窓口のほか、 児
童センター、地域子育て支
援センターなどの市内子育
て施設でも配布しています。
ぜひご活用ください。
【志太３市の子育て情報が満載！】
◉おむつ替えや授乳ができる施設一覧
◉親子で楽しめる施設一覧
（公園・図書館・博物館・地域子育て支援センター・児童
館・児童センター・スポーツ施設 など）

Support Center

地域子育て支援センター
センター名

ところ

開所時間は「しまいく」をご覧いただくか、各センターにお問
い合わせください。

電話番号

センター名

ところ

電話番号

すまいるハウスたまご

地域交流センター内 37-2739

たんぽぽ広場

初倉保育園内

38-2525

あそぼう会

第一保育園内

37-1315

子育てふうせん

ゆたか保育園内

35-1176

むくむく

かわね保育園内

53-2096

にこにこ広場

六合第二保育園内

35-0123

シャローム

島田聖母保育園内

37-5430

ひよこ

五和保育園内

45-5757

木の実

くりのみ保育園内

36-5414

ひばり

大津保育園内

39-5951

Shimada
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問子育て応援課 こども相談係 ☎︎ 36-7253

2016-9

