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★原則、10/11(日)～11/10(火)の記事を掲載しています。

★費用の掲載のないものは、無料です。
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11/23（月・祝）に、平和公園メタセコイア

広場周辺にて予定していました家族ジョギ

ング・ウオーキング大会につき

ましては、新型コロナウイルス

感染拡大防止のため、中止と

なりました。

問合
区役所地域力推進室
☎753-1825　FAX753-1924

日時

内容

11/7（土） 午後1：00～2：15 中止のお知らせ

千種区・名東区

家族ジョギング・ウオーキング大会
認知症についての市民シンポジウム第１７回

■テーマ

■講　師

「認知症カフェってどんなところ」

藤田医科大学 教授　武地  一 さん

申込

申込期限 10/20（火）（必着）

申込

先

【郵送】〒464-0850千種区今池五丁目4-15

　　　千種区医師会館事務局　中村あて

【メール】chikusakuishikai@yahoo.co.jp

主催

問合 区役所福祉課　☎753-1839　FAX751-3120

問合 区役所民生子ども課民生子ども係　☎753-1842　FAX751-3120

区ウェブサイトより申込用紙をダウン

ロードのうえ、郵送またはメールにて

認知症地域連携の会

地域包括ケア推進会議認知症専門部会

※視聴方法は、お申し込みいただいた方に
　10/31（土）までにメールにてご案内します。
※ZOOM（WEB会議システム）を使用した一方向
　（視聴のみ）の配信です。
※通信料については自己負担となります。

令和
３年度 保育施設の利用受付のご案内

来年4月から保育施設の利用を希望する方の申請書の受け付けを10/15（木）から行います。

現在利用保留となっている方および転園希望の方も再度申し込みが必要です。

利用資格

　市内在住で、保護者が次のいずれか

の理由で保育を必要とする場合

●就労（家事以外）　●出産の前後

●病気　●災害復旧

●就学　●求職活動

●身体障害・病人などの常時介護 など

申請書の配付

　10/1（木）から第１希望の施設および

区役所で配付します。

　ただし、第1希望が「小規模保育事業・

他区の保育所」の場合は、区役所民生

子ども課民生子ども係で配付します。

申請書の受付

●第1希望の施設へご提出ください。

　受付日時・場所は右表のとおりです。

なお、ご提出の際は、各施設への事前

予約が必要です。密を避けるために

もご協力ください。

●申請書とあわせて必要書類（就労中

の方や育児休業などから復帰予定の

方は就労証明）をご提出ください。

●施設の見学を希望される場合は、直接

希望施設へお問い合わせください。

●受付日時に都合の悪い方は区役所民

生子ども課民生子ども係にて10/15

（木）から随時受け付けます。

　発達の遅れ（集団行動が可能な程

度）がみられる場合は、希望する施設

において、事前見学と利用相談を行

い、発達質問票を受付時にお持ちくだ

さい。受付日時に都合の悪い方および

希望する施設の受付日時が11/11

（水）以降の場合は、申請書・発達質問

票を区役所民生子ども課民生子ども係

へご提出ください。
受付時間 午前…午前9：30～正午  午後…午後1：30～4：00  全日…午前9：30～正午、午後1：30～4：00

●（認）は認定こども園です　　●日曜日の保育はありません　

●汁谷保育園は令和4年4月、千代田橋保育園は令和6年4月に社会福祉法人に移管予定です。

※詳細は区役所民生子ども課民生子ども係にお問い合わせください。

施設名

椙山女学園大学附属

受付
電話番号 受入年齢 受入可能時間

午前7：30～午後7：30
※午前7：30～午後6：30

産休明け～2歳761-5590椙山女学園大学附属10/19（月）午前

宮根 6カ月以上 午前7：30～午後7：30773-282310/22（木）午前

（認）千草 産休明け以上 午前7：00～午後7：00
※午前7：00～午後6：00

722-264810/22（木）午後

あい穂波町 6カ月以上 午前7：30～午後7：30734-358510/27（火）午前

（認）富士見の森 産休明け以上 午前7：15～午後7：15712-373710/27（火）午後

都 6カ月以上 午前7：30～午後7：30721-993410/28（水）午前

春里 6カ月以上 午前7：30～午後7：30762-382010/28（水）午後

内山 6カ月以上 午前7：30～午後7：30711-099510/29（木）午後

春岡 産休明け以上 午前7：45～午後7：45731-878810/30（金）午後

春岡夜間 産休明け以上 午前11：00～翌午前1：00
※午後2：00～10：00

733-913110/30（金）午後

（認）ひだまりKids茶屋ヶ坂 産休明け以上 午前7：00～午後7：00739-750011/ 2（月）午前

11/ 2（月）午後（認）天満 6カ月以上 午前9：00～午後5：00
※土曜保育なし

711-8255

11/ 5（木）午前しらほ宮根台 産休明け以上 午前7：15～午後7：15768-5316

11/ 9（月）午前星ヶ丘 産休明け以上 午前7：30～午後7：30781-6275

11/10（火）午前ののかぜ 産休明け以上 午前7：15～午後7：15
※午前7：15～午後6：15

784-4008

11/10（火）午後しんぽ 産休明け～2歳 午前7：30～午後7：30719-0177

11/11（水）午後光明 産休明け以上 午前7：15～午後7：15761-5753

11/12（木）午前リーゴ京命 6カ月以上 午前7：30～午後7：30775-1515

11/12（木）午後千種ピッコロ 産休明け～3歳 午前7：30～午後7：30799-8355

11/13（金）午前田代 産休明け～2歳 午前7：15～午後9：15762-2602

11/13（金）午後おおしま 産休明け～3歳 午前7：15～午後7：15751-0014

11/16（月）午前新池 産休明け～2歳 午前7：00～午後7：00
※午前7：30～午後6：30

782-5455

11/16（月）午後清明山 産休明け～3歳 午前7：15～午後8：15725-7258

11/17（火）午前東山いずみ 6カ月以上 午前7：30～午後7：30781-5670

11/17（火）午後星のまち 産休明け～3歳 午前7：00～午後7：00781-2155

11/18（水）午前汁谷 6カ月以上 午前7：30～午後7：30711-2460

11/18（水）午後千代田橋 6カ月以上 午前7：30～午後7：30723-2775

11/19（木）午前猫洞 産休明け以上 午前7：00～午後7：00782-2648

11/19（木）午後吹上そらいろ 6カ月以上 午前7：15～午後7：15735-5960

11/24（火）午後かわさき 産休明け以上 午前7：00～午後7：00764-2500

11/25（水）午前東山 6カ月以上 午前7：30～午後7：30781-2515

11/25（水）午後千種わかすぎ 産休明け以上 午前7：15～午後7：15
※午前7：15～午後6：15

739-6659

11/26（木）午前希望ヶ丘 産休明け以上
午前7：00～午後7：00
※午前7：30～午後6：30751-5050

11/27（金）午前きたちくさ 産休明け以上 午前7：30～午後8：30711-5201

11/27（金）午後本山 産休明け以上 午前7：00～午後7：00784-2648

11/30（月）午前どんぐり 産休明け以上 午前7：15～午後8：15
※午前7：15～午後6：15

782-1210

11/30（月）午後春風ピッコロ 産休明け～3歳 午前7：30～午後7：30753-6008

11/ 4（水）全日小規模保育事業と
他区の保育所
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施設により異なります。
※施設の詳細は区役所民生子ども課民生子ども係へお問い合わせください。11/20（金）全日

日時 場所 ※土曜日の時間が異なる場合は下段

12/10（木）締 切

11/10（火）締 切

オンライン開催

要申込・自宅で参加


