会津美里町
子育て支援センター
（地域子育て支援拠点）

利用曜日
受付時間
休 園 日

月曜日～土曜日
午前８時３０分～午後５時３０分まで
日曜日・祝日
１２月２９日～１月３日まで

子育て支援
センター
●
大沼高校

●
●ローソン

高田
体育館

●消防署
●警察署
至伊佐須美神社

〒969-6261
福島県大沼郡会津美里町字東川原 3281 番地（高田体育館裏）
◇子育て支援センター「すくすくハウス」
☎
54-6648（代表）
◇みさと縁結び応援センター
☎
93-7470
携帯 080-9250-2616
◇みさとファミリー・サポート・センター
☎
54-6648
◇ホームスタート・みさと
携帯 080-8219-3314

NPO 法人 子育てネットワーク・ぽけっと⋆の活動
⋆管理運営法人
子育てネットワーク・ぽけっとでは、育児・子育てから婚活支援まで幅広い活動を行っています。
暮らしの中のちょっとしたお手伝い、地域社会の不便だな、困ったな･･･
と感じた事がありましたらご相談ください。

◆親子で集い遊びたい・交流したい
あそびの広場
おもちゃの広場
ふれあい広場
子育て世代のサロンの場(サークル活動の支援)
ふれあい広場

おもちゃの広場

◆育児の相談をしたい
電話相談・訪問相談
保健師の相談会
栄養士の相談会
心理士の相談会（年 2 回）
保健師による講話

あそびの広場

◆子育て中の育児・家事を手伝って欲しい・寄り添って欲しい
妊娠・出産期の相談もしたい
ホームスタート・みさと（家庭訪問型子育て支援事業）
下の子が生まれて、上の子の赤ちゃん返りが気がかり
引っ越ししてきたばかりで誰と話していいかわからない
健診や病院受診が大変。一緒に行ってくれる人がいないかな･･･などなど

◆子供の一時保育預かりや送迎を頼みたい
一時保育預かり事業
みさとファミリー・サポート・センター事業
(会員制有料ボランティア相互援助活動)

◆真剣に結婚を希望する独身の皆さんの出会いに関する相談
結婚相談事業
結婚希望者の出会いの機会創出事業
結婚希望者の各種結婚セミナー事業

「みさと縁結びサポーター」さんを随時募集しています。
結婚から妊娠・出産・子育てまでのライフステージにおける町が実施する
各種支援事業に賛同し、ご協力いただける皆さん

おでかけひろば

親子で集い遊びたい・交流したい
だんごさし

いつでも誰でも集える「親と子どもの居場所」
子育て支援センターすくすくハウスは、
子育てで行き詰まったり疲れたりしたときに、いつでもだれでも集まれ、
ほっとできる安心感のある「居場所づくり」を目指しています。

・毎日利用できる「親子の広場」
・子育て世代のサロンの場
たなばた
(サークル活動の支援も行っています)
・地域に少しでも溶け込むきっかけとなる環境づくりに努めていま
すので、転居してきたばかりで周囲に友達がいなくても気軽に訪
れてください。
・ご家族と一緒に、小学校３年生まで利用できます。
誕生会

パネルシアター

夏祭り

絵本の読み聞かせ

芋ほり

手作りおもちゃ

もちつき

運動会

はっぴぃエンゼル教室

「すくすくハウス」の利用について
◇時 間：午前 9:00～11:30 午後 1:30～4:30
◇休館日：日曜・祝日・年末年始
◇利用料：無料

コンサート

育児の相談をしたい・・・・・
毎月保健師の相談会、栄養士の相談会を行っています。
電話相談、訪問相談など、いつでもご利用ください。
すくすくハウスには、子育て支援員が常駐しています。

保健師による講話

子育て中の育児・家事を手伝って欲しい
お話を聴いて欲しい
妊娠・出産期の相談もしたい
・ホームスタート（家庭訪問型子育て支援活動）事業
一定の養成講習会を修了した先輩ママさん方が、ご希望のあった町内の子育て中の家庭を訪問し、
傾聴と協働を基本に、忙しいお母さんの育児や家事、健診の付き添いなどをサポートする活動です。
・妊娠、出産期の相談も受け付けます。
・子育て応援事業も行っています。（おでかけひろば・流しそうめん体験･ヨガ教室･簡単クッキング等）
♠週に１回

２時間程度の訪問

（期間は１～２ヶ月程度が目安です）
♠６歳未満のお子さんがいるご家庭と
妊婦さんのご家庭を訪問します。
♠ご利用は無料です。
簡単クッキング

ヨガ教室

♠お気軽にお電話ください
ホームスタート専用携帯は、080-8219-3314

おでかけひろば

子供の一時保育預かりや送迎を頼みたい
➀「すくすくハウス」での一時保育預かり
◇対象児童
1 歳児から小学校入学前の児童
◇利用時間
午前 8 時 30 分から午後 5 時 30 分
◇利用料金
4 時間まで 1,000 円 8 時間まで 2,000 円
8 時間を超えた後 1 時間ごとに 300 円追加
一時保育室
※前日までの予約が必要ですが、急用の場合はお問い合わせください。
➁みさとファミリー・サポート・センター事業のご利用(会員制有料ボランティア相互援助活動)
研修を受けた提供会員さんが援助にあたります。
●依頼会員…生後６ヶ月～小学６年生までの乳幼児及び児童の保護者で、援助を必要とする方。
※事前に依頼会員さんは、会員登録が必要です.
●提供会員…原則としてセンターの実施する講習会(２７時間)の修了者で、
心身ともに健康で子どもの好きな方、育児経験のある方、子育ての応援をしたい方。
♠提供会員さんも合わせて募集しております。

◇援助の対象者
依頼会員の親族で、生後６ヶ月～小学６年生までの乳幼児及び児童が、
援助を受けることが出来ます。

◇援助活動の内容
・保育施設の保育開始まで、または、保育終了後子供を預かること。
・保育施設への送迎を行うこと。
・児童クラブ終了後、子供を預かること。
・学校の放課後、子供を預かること。
・病児・病後児（軽度）を預かること・・・などがあります。

◇利用料金
基本時間

基本時間外

(午前７時～午後６時)
一時サポート
同行（送迎）
サポート
病児サポート
・原則として、町内 100 円

備

考

６００円/時

７００円/時

月～金曜日

７００円/時

８００円/時

土日祝日

４００円/回

５００円/回

月～金曜日

５００円/回

６００円/回

土日祝日

７００円/時

８００円/時

月～金曜日

８００円/時

９００円/時

土日祝日

町外 200 円の交通費がかかります。

ただし、10km 超える場合は、１Km につき 30 円加算されます。
・初めの１時間は、それに満たない場合でも１時間とみなします。
・援助の時間を延長した場合は、30 分以内は上記の半額、30 分以上は１時間とみなします。
・当日キャンセルの場合は、有料となります。
※その他・交通費・食事・ミルク代等の実費をいただく場合があります。

真剣に結婚を希望する独身の皆さんの出会いに関する相談
真剣に結婚をお考えの皆さんへ。
出会いの機会がなかなかない、結婚について相談したいなど・・・
まず、お気軽にご相談ください。

❤みさと縁結び応援センター❤へご相談ください。
【業務の内容】

(1) 結婚相談事業
・子育て支援センター内に「みさと縁結び応援センター」

婚活イベント
（さくらんぼ狩り

を置き、結婚から 子育てに関する相談窓口を開設

ワインの瓶詰 etc.)
【受付時間】月曜～金曜日午前 9 時～午後 4 時 30 分
(土日祝日・年末年始を除く）
【電話番号】0242-93-7470 専用携帯 080-9250-2616
「結婚・子育てコンシェルジュ」を「みさと縁結び応援センター」に常駐

※｢結婚・子育てコンシェルジュ｣の主な業務
・出会いから結婚・妊娠・出産及び子育て
に関する相談
・真剣に結婚を希望する独身者へ出会いの
きっかけを提供
・縁結びサポーターからの相談・情報交換

（2）結婚希望者の出会いの機会創出事業
（3）結婚希望者の各種結婚セミナー事業

❤

各種イベント･セミナー等を行っています。

詳しい内容・お問合せは．．．
ＮＰＯ（特定非営利活動）法人 子育てネットワーク・ぽけっと
〒９６９－６２６１

福島県大沼郡会津美里町字東川原３２８１（高田体育館裏）
TEL：0242-54-6648

FAX：0242-54-2245

URL http://misato‐pocket.jimdo.com/

みさと・ぽけっと検索

正会員・賛助会員さん

募集

■ NPO 法人子育てﾈｯﾄﾜｰｸ・ぽけっとの活動に応援を
趣旨に賛同いただける方(会社・団体)どなたでも会員になることができます。
■ 会員には、正会員と賛助会員の 2 種類があります。
正 会 員‥…運営に関わり合い、活動を支えていただく会員です。
賛助会員…‥運営には関わることができないが、ボランティア的な立場で
関わり資金面などで援助していただく会員です。
■ 会員の会費
正 会 員・・・・・・入会金 1,000 円
年会費 1,000 円
賛助会員・・・個人年会費
一口 1,000 円
法人及び団体年会費
一口 5,000 円
※会員でない方でも、ボランティアとして活動することもできます。

