
子育てカレンダーや行事の変更、中止などLINEでお知らせしています　　　

令和４年度

ひさやま子育て支援情報

久山町役場　福祉課　子育て支援係　℡　092-976-1111

久山町アカウントを友だち登録　→　配信設定　→　「随時お届けする情報」の「子育て」に☑



℡ 092-976-3438

子育てに対する不安や悩みを相談できるよう保育士が
常駐し、同じ年齢くらいの子ども同士、その子をもつ保護者同
士の交流の場として、子育ての初めの段階を支え、成長していく

　子どもと親がしっかり向き合える家庭づくりの支援をする施設です。

　久山町にお住いの概ね３歳未満の 就学準備に入る３歳までのお子さんを対象
　のお子さんとその保護者の方が一緒にご利用 としています。

　いただける施設です。 ３歳になった最初の４月１日を迎える前までの、０歳から
　 　年度毎、利用の最初の日に登録カードの記入をお願いし ３歳で、年度でいうと、0歳～2歳までなので”概ね”となります。

ています。 おもちゃや遊びの紹介などもこの年齢を対象としたものを用意しています。

　対象年齢のお子さんのきょうだい児はご一緒にご来館いただけますが、
その場合は、保護者の方がお子さんにご注意くださるなど、他のご利用
者へのご配慮をお願いします。

★　久山町子育て支援センター「木子里（きっこり）」　★
新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変更がありますことをご了承ください。

子育ての基盤は「家庭」です。

子育て支援センターってなあに？

概ね３歳未満ってなあに？誰が利用できるの？



　久山町の祖父母の子育ても支援したいと 　月曜から金曜は、保育士２名以上が常駐
　思っていますので、「久山町在住の祖父母同伴 　して、概ね３歳未満の子どもとその保護者を対象に、
のもと」であれば、ご利用いただけます。 　①　親子がともに成長するための学びの機会をひろげる

　 　送迎だけではなく、木子里での遊びの時間、祖父母（どち 　②　身近な相談相手として利用者同士の支え合いを促し、
らか一方でも構いません）常時一緒の活動をお願いします。 地域全体の子育て家庭支援の環境づくりを行う
　原則、久山町での子育てを継続的に支援する施設ですので、 　③　特に親が自己肯定感を高め、子どもや子育てに向き合

　「久山町在住」であることが利用条件であることをご理解ください。 う余裕を回復する過程を重視し、親子の力を引き出す働
きかけをしていく

　この３つを念頭に「地域子育て支援拠点事業」を行っています。
　土曜と日曜は、対象を就学前に拡大し、「施設開放」を行っています。
専門の支援員はいませんが、子育て経験者の管理人が見守りのため
常駐しています。

久山町は、自然豊かな町です。
子育て支援センター「木子里」は、久山町の木を

ふんだんに使った、木造の施設です。
　その中で、春夏秋冬を感じながら、久山町で子育てをする
保護者の『大きく深呼吸できる子育て』『子どもの日々の成長

　を自ら見守り楽しめる子育て』を手助けしたいと思っています。
　また、子ども達が野菜の生長を苗から見守り、その旬の味を知ったり、
季節の草花や虫を手にとり、感触を感じたりと『五感』を育てる一助となる
よう努めています。
　みなさんが楽しくご利用いただけるよう、保育士、管理人が助言すること、
お尋ねすることも多々あるとは思いますが、ご理解、ご協力くださいますよう
　お願い申し上げます。

どんなことをしているの？里帰りでも利用できるの？

「木子里」ってどんなところ？



・ スタッフが検温及び受付をします。

・ 検温の結果、ご利用いただけない場合があります。

・ 予約は前日までの電話予約とします。
（前日が休館日の場合、直前の平日開館日まで）

・ 毎週月曜日から翌週分の予約を受け付けます。

・ ほかの人の分の予約はできません。

・ 遅れてきた場合でも、予約の時間内でしか利用でき

・ ません。

○

○ 発熱や、発熱がなくても息苦しさや咳など体調不良の場合は予約されている場合でもご

来館はお控えください。

また、ご家族に発熱や咳などの体調不良がある場合もご来館はお控えください。

にこにこひろば：予約なしでご利用可能

その他イベント：電話による事前予約制

※世帯数上限あり

■ 利用方法 ： ■ 感染拡大予防のためのお約束

　新型コロナウイルス感染症について、今後も予防しながら付き合っていかなければなりません。

　子育て支援センター「木子里」での活動やイベント等についても、これまでみなさんを集めて積極的に交流をもってもらうことについては、残念ながら見直しが必要と

なりました。

　育児相談、親子活動の支援を変わらず行っていくために、当面の間、以下のように実施していくことになりますので、ご理解、ご了承ください。

　今後の社会情勢の変動により変更の可能性があります。

■ 開 館 時 間 ： 10時00分～16時00分（6時間） ■ 来館時の受付 ：玄関で検温し、受付をする（スタッフが実施）

(タイムスケジュール) ・　10時～12時 午前の部
事前に検温して

来館してください。

（　12時～13時 換気・消毒　）
■ 持ってくるもの ： 赤ちゃん用バスタオル（赤ちゃん布団の代替）

・　13時～16時 午後の部
各自必要なものを

持参してください。

おむつ替えシート、着替え、水筒、タオルなど

※　換気、消毒は適宜行います。 ※　大人は必ずマスクを着用してください。

○ 事前予約は前日までとします。ただし、当日空きがあるときはご利用が可能な場合があ

りますので、お電話でご確認のうえお越しください。

※　当日利用可能な場合もありますので、お電話ください。

■ 予約受付窓口 ： 子育て支援センター木子里　092-976-3438

○ 保護者の方はマスクを着用しましょう。お子さんについてはマスクができませんので、よだれ

や飛沫をふくタオルなどを持参しましょう。

※　あかちゃんの部屋のみヘルスC&Cセンターで受け付けします
お子さんが口に含んだりして唾液などがついた遊具はスタッフに申し出て、定められた場

所においてください。

ヘルスC&Cセンター　092-976-3377
ごみ箱はありません。ごみ用のビニール袋をご持参のうえ、各自でお持ち帰りください。

■ 予約受付時間 ： 月曜～金曜　10時～16時

○

○

（土曜・日曜、祝祭日及び休館日を除く）
ソーシャルディスタンスは各自自覚をもって行いましょう。

予約対応のためお電話

がつながりにくい場合も

あります。あらかじめご

理解ご了承ください。



※　事前予約制の上限世帯数については、お連れのお子さんの人数によって調整しますので、上限世帯数より少なくても締め切ることがあります。

※　開催日や時間は変更することがあります。随時、久山町ホームページやLINE等でお知らせします。

★　事業について　★

にこにこひろば以外はすべて前日までの電話予約制とします。（土日祝祭日及び休館日は受け付けできません）
主な活動の名前 対象者 活動の開催日や時間 実施方法

育児相談 育児中の方、妊婦 月～金曜日　10:00～16:00 来館中だけでなく、電話による育児相談は随時受けつけています。

にこにこひろば
乳幼児と保護者、妊婦

（祖父母も可）

月～金曜日

午前の部　10:00～12:00

午後の部　13:00～16:00

（12:00～13:00は消毒時間）

保護者と子どもで自由に活動できる場です。専任の保育士が常駐しており、いつでも相談に応じます。

午前と午後の合間にスタッフによる消毒を行います。

ちょこっとお散歩

乳幼児と保護者

（祖父母も可）

にこにこひろば内

不定期

ソーシャルディスタンスを保ち、親子で自然の中へお散歩しましょう！

間隔をあけての移動を伴いますので、子どもの安全管理は保護者が行ってください。

おひさまあはは
いろいろな野菜を植えて年間を通して育てます。今はその場でみんなで食べることはできませんが、収穫し

たものを持ち帰って食べてみましょう！

　　０,１歳さんあそぼ にこにこひろば内（10分程度）

不定期

年齢に合わせたお話やわらべ歌であそびましょう！子ども同士自由に遊びながら、同じ年ごろの子育てに

ついてざっくばらんにお話ししませんか。「こんな話がしたい」も大歓迎です。

少しの時間ですが、予定日以外にも予告なしに開催することもあります。　　２,３歳さんあそぼ

お楽しみ会
乳幼児と保護者

（祖父母も可）
不定期

イベントごとに季節を感じる簡単な工作などを行います。

クッキングは実施しません。

あかちゃんの部屋
０歳から満１歳までの乳児

と保護者、妊婦

原則毎月第１火曜日

①9:30～　　②10:00～

③10:30～　④11:00～

30分ごとに3世帯、12世帯までとします。

久山町の保健師と管理栄養士による赤ちゃんの身体測定と発達相談を行います。

予約できなかった場合、C&Cで個別の身体測定・発達相談も受け付けています。

※　受け付けはヘルスC&Cセンターです（092-976-3377）

のびっこひろば
乳幼児と保護者

（祖父母も可）

勤労青少年ホーム軽運動室（久原小横）

原則第３木曜日（年８回程度）

2m程度の間隔をもって、幼児教育家熊丸みつ子先生の軽快なピアノに合わせてその場でできるリズム

遊びや工作をしましょう！

２歳児さんあつまれ！
２歳児と保護者

（祖父母も可）
原則第２水曜日（年10回程度）

敏感期の２歳児さんのやる気を伸ばす活動を行います。イヤイヤ期の２歳児さんですが、身辺自立の

時期を逃さず家庭でもできる手指の動かし方などを一緒に行いましょう。

子育て講座
乳幼児と保護者

（祖父母も可）
年１回～２回程度 講師を招き、子育てに役立つ講座を行います。

土・日曜日の施設開放
就学前の乳幼児と保護者

（祖父母も可）

前日までの事前予約制。にこにこひろばと同様の取り扱いとします。

午前の部　10:00～12:00

午後の部　13:00～16:00

（12:00～13:00は消毒時間）



・ お子さんから目を離さずに遊びましょう
・ きょうだいをお連れの方は、声をかけあって遊びましょう
・

※「のびっこひろば」が木子里以外で開催の場合、木子里は閉所しています

★　令和４年度「木子里（きっこり）」スケジュール　★
休館日のお知らせ

日程や時間の詳細は

木子里に直接お尋ね

ください。

事前予約制　開館時間10:00～16:00（午前の部10:00～12:00、午後の部13:00～16:00）
祝祭日

第１週目 第２週目 第３週目 第４週目
お盆（8/13～8/15）

月

曜

日

午前

の部
にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば

年末年始（12/29～1/3）
12:00～13:00　消毒・換気

午後

の部
にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば

火

曜

日

午前

の部
あかちゃんの部屋 にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば 楽しく利用するためのお約束

12:00～13:00　消毒・換気

午後

の部
にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば

○ 緊急時以外は携帯電話の使用は控えましょう。

○ 施設、おもちゃなどは譲り合って大切に使いましょう。

水

曜

日

午前

の部
にこにこひろば ２歳児さんあつまれ！ にこにこひろば にこにこひろば

○ 車でお越しの場合は、レスポアール久山の駐車場に正しく駐車しましょう。
12:00～13:00　消毒・換気

午後

の部
にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば ○ 広い施設内では、保護者の責任のもと、安全面に十分注意しながら遊びま

しょう。

木

曜

日

午前

の部
にこにこひろば にこにこひろば のびっこひろば にこにこひろば

12:00～13:00　消毒・換気

午後

の部
にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば

ほかのお子さんでも、危険だなと思ったときはみんなで声をかけあいましょう

金

曜

日

午前

の部
にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば ○ けが、事故などが起こらないよう、施設内では走らないようにしましょう。

12:00～13:00　消毒・換気

午後

の部
にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば にこにこひろば

○ ごみ、使用済みオムツ等は持ちかえりましょう。

土

・

日

曜

日

午前

の部
施設開放 　施設を開放しています。事前予約いた

だいたうえで保護者の責任のもと、ご利

用いただけます。

※事前予約は平日と同じ方法です

当面の間中止するもの12:00～13:00　消毒・換気

午後

の部
施設開放 〇お弁当タイム

ご理解のうえ、ご了承ください。





(対象) 久山町在住の３～５歳児

(時間) ９時30分～14時00分

(その他) 在園児対象の一時預かり保育(幼稚園型)あり
月～金　14時00分～17時00分 ※　就労等要件あり

(場所) 糟屋郡久山町大字山田3155番地1

(問い合わせ)
園長 重松　宏明 ℡ 092-692-7575

★　久山町の幼稚園・保育所　★ ようちえんってなあに？

子どもが初めて出会う学校です。３歳から５

歳の子どもが先生やお友達と過ごしながら、生き

ていく力の基礎を育みます。

入園手続きは、幼稚園が行います。

　特定教育・保育施設に通う３～５歳児は利用料が無償化（上限

あり）の対象となり、保育所は０～２歳児の非課税世帯も対象となり

ます。

　久山町では、以下の３園が対象です。

　①　町立　けやきの森幼稚園

　②　町立　ひさやま保育園杜の郷

　③　私立　久山かじか保育園

　そのほか、町外の対象施設に入園する場合も無償化の対象となるた

めには、久山町に申請が必要です。

町立　けやきの森幼稚園　また、以下の施設については所在する市町村に確認を受けた施設の

み「特定子ども・子育て支援施設」として、上限はありますが同じく無償

化の対象となります。

　なお、②～④については居住市町村による「保育認定」がある場合の

み無償化の対象となります。

　①　新制度未移行幼稚園

　②　届出保育施設（いわゆる認可外保育施設）

　③　預かり保育（幼稚園在園児の預かり保育）

　④　一時預かり保育、病児保育、ファミサポ等



教育課　学校教育係 電話 092-976-1111（内線288）

福祉課　子育て支援係 電話 092-976-1111（内線215）

(対象) 久山町在住の生後６か月～５歳児 ※　就労等要件あり (対象) 久山町在住の生後６か月～５歳児 ※　就労等要件あり

(時間) 【保育標準時間】７時00分～18時00分 (時間) 【保育標準時間】７時00分～18時00分
【保育短時間】　８時30分～16時30分 【保育短時間】　８時30分～16時30分

(その他） 在園児対象の延長保育あり 18時00分～19時00分 (その他） 在園児対象の延長保育あり 18時00分～19時00分
・ 在園児以外対象の一時預かり保育（一般型）あり ・ 在園児以外対象の一時預かり保育（一般型）あり

(園庭開放) 新型コロナウイルス感染症対策のため、現在休止しています。 (園庭開放) 現在準備中

(場所) 糟屋郡久山町大字久原3741番地11 (場所) 糟屋郡久山町大字山田1760番地1

(開園日) (定員) (開園日) (定員)

(問い合わせ) (問い合わせ)
園長 中嶋　恭子 ℡ 092-652-3356 園長 乙須　淑子 ℡ 092-976-1812

ほいくしょってなあに？
○お問合せ担当窓口

０歳から５歳の子どもを対象に、就労等の理

由で家庭で保育ができない保護者の代わりに、

日々保育を行う児童福祉施設です。

入所手続きは、久山町役場福祉課が行いま

す。

町立幼稚園に関すること

町立幼稚園以外に関すること

町立(公設民営)　ひさやま保育園杜の郷 私立(民設民営)　久山かじか保育園

平成17年6月1日 120名 令和3年7月1日 60名



久山町には、２つの届出保育施設（いわゆる無認可保育施設）があります。２園とも福岡県の基準を満たす証明書が交付されている施設です。

事業開始 平成14年５月 定員 56名 事業開始 平成22年11月 定員 23名

園長 岡部　精一 園長 柴田　親志

住所 糟屋郡久山町大字久原2410-6 住所 糟屋郡久山町大字山田681-1

電話 092-976-3450 電話 092-976-2323

週に１～３日程度、臨時・緊急的に保育所の利用ができます。 ○ 対　象 町内に住所を有する保育所に入所していない乳幼児
原則１歳以上

保護者の勤務形態（週１～３日のパート勤務）や、一時的に保育が必要
○ 利用料 利用時間、おやつの有無含め、園にお尋ねください

になった場合、保護者の疾病や入院等による緊急時にご利用いただけます。
○ 支払方法 お迎え時に利用金額と給食費を直接お支払ください

また、急な用事や育児疲れによるリフレッシュのためにも一時預かりを
○ お願い

ご活用ください。 ・ 初めてのご利用の場合は事前に必ず面談を受けてください
・ ご利用予定の３日前までにご予約ください
・ 緊急連絡には必ず対応してください。
・ お迎え等の時間は厳守してください。
・ お子さんの健康等は正確に詳細にお知らせください

（お申込み・お問い合わせ先）

・ 久山町立保育所　ひさやま保育園杜の郷
（園長　中嶋　恭子）
℡ 092-652-3356

久山みそら保育園 （園長　岡部　精一） ℡ 092-976-3450 ・ 私立保育所　久山かじか保育園
せいこく保育園 （園長　柴田　親志） ℡ 092-976-2323 （園長　乙須　淑子）

℡ 092-976-1812

★　久山町の届出保育施設　★

久山みそら保育園 せいこく保育園

★　一時預かり事業　★　（ひさやま保育園杜の郷）

町内の届出保育施設も一時預かりをされています。時間や料金等は各園
にお尋ねください。



※　町が委託して行っている事業です。

保護者の疾病等により、家庭における養育が一時的に困難となった児童 ○ 対　象 町内に住所を有する１歳以上から満18歳に満たない
児童

に対し、１歳以上は児童養護施設若葉荘、１歳未満は福岡乳児院において、
○ 利用事由 保護者の疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭

原則最長７日間以内の宿泊を伴う養育支援を行っています。 出張等

施設の空き状況により必ず利用可能とは限りませんことをご理解のうえ ○ 利用金額 利用日数に応じ保護者費用負担金が必要です

ご了承ください。 ○ 支払方法 お迎え時に利用金額と給食費を直接お支払ください

（お申込み・お問い合わせ先）
※　ご利用期間は、学校等はお休みいただくことになります

久山町役場　福祉課　子育て支援係

※　糟屋中部３町が大坪医院に委託して行っている事業です。

病気の治療や回復期にあるため、保育所・学童保育で預かることができ ○ 対　象 生後６か月から小学６年生まで（低年齢優先）

ない児童を対象に、病児・病後児保育事業を実施しています。 ○ 定　員 ３名／１日

ご利用の際は、年度ごとに事前登録が必要です。実際のご利用の際には ○ 開設日 月曜日～金曜日　8時30分から17時30分まで

主治医の意見書が必要となります。 ○ 休業日 土曜、日曜、祝祭日、お盆、年末年始、臨時休診日

○ 保育料 1,700円／１回
○ 医院名 （利用時間が４時間以下の場合は、1,000円）
　医療法人　大坪医院

（理事長　大坪哲也） ○ 注意事項 インフルエンザ等の感染症の場合、お預かりできな
いことがあります。

○ 所在地
　糟屋郡粕屋町若宮

２丁目９番５
（ＪＲ篠栗線原町駅近く）

○ 電話番号
092-938-2859

★　ショートステイ事業　★　（若葉荘・福岡乳児院）

★　粕屋中部広域事業　病児保育　★　（粕屋町大坪医院）



事務局：篠栗町中央１丁目９番２号　オアシス篠栗２階
℡ 092-947-7581 （篠栗町社会福祉協議会内）

　ファミリー・サポート・センターとは、育児の援助を依頼したい人(おねがい会員)と育児の援助を提供する人(まかせて会員)の会員制の相互援助活動組織です。

　会員は、センターを構成する構成員であり、援助活動は、おねがい会員とまかせて会員の自由意思に基づく有償ボランティア活動です。会員の活動がスムーズにつながるよう
　
ファミリー・サポート・センターのアドバイザーがサポートします。

　会員になるには、センターが指定する講習の受講が必要です。年に２～３回講習会の開催を予定していますので、ご確認ください。

○ こんなとき（依頼内容）
・ 保育所や幼稚園等への送迎
・ 保育所や幼稚園、小学校から帰宅後の預かり
・ 買い物や病院で一時不在するときの預かり
・ 冠婚葬祭時の預かり
・ 子育てから離れ自分の時間を持ちたいとき

○ 会員資格
・おねがい会員

篠栗町か久山町に在住している方
センターが行う講習に１回以上受講している方

・まかせて会員
篠栗町か久山町に在住している方
篠栗町か久山町に勤務する方
センターが行う講習すべてを受講している方

○ 対　象
原則生後６ヶ月から小学６年生まで

○ 利用金額

※　おねがい会員とまかせて会員は雇用関係ではありません。
サービスの内容を十分理解し、相互協力のうえ活動を行い
ましょう。

★　篠栗町・久山町広域ファミリー・サポート・センター　★

7時00分～19時00分（月～土曜） 600円 /1時間

上記以外の時間（日・祝日等含む） 800円 /1時間

☆自家用車での送迎がある場合

（上記にプラス）
100円 /1日

④事前打合せ→援助活動
⑤活動の報告

⑥利用料金の支払い

まかせて会員（提供）

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ

おねがい会員（依頼）

アドバイザー



※　町がグリーンコープに委託して行っている事業です。

　産前・産後の体調不良で、家事や育児にお手伝いが必要な方を対象に、ヘルパーを派遣する事業です。費用の一部を町が補助します。

○ 内容

―　家事に関すること　―
・ 食事の配膳、片付け（※調理はできません。）
・ 衣類の洗濯、片付け
・ 室内の掃除、整理整頓
・ 生活必需品（食品、日用品など）の買い物

※ 買い物に必要な費用や交通費（ガソリン代等）は利用者負担となります。

―　育児に関すること　―
・ 保護者が家事をしている際の赤ちゃん、きょうだい児の見守り

○ 対　象 妊娠届出から産後１年未満の妊産婦

○ 利用できる日 9時00分から18時00分まで
（祝日、年末年始を除く。）

○ 利用できる回数 １回２時間まで（２回／日まで利用可）
一度の妊娠・出産で上限20回（多胎の場合は産後40回）まで

○ 利用料金 １時間につき500円（生活保護・非課税世帯は無料）
※　事前打ち合わせ費用として別途1,000円必要です。

○ お申込み・お問い合わせ
ヘルスＣ＆Ｃセンター（健康課母子保健係）

℡　092-976-3377

★　産前・産後ヘルパー　★

利 用 の 流 れ

利用申請（希望日の１か月前まで）

申請書をヘルスＣ＆Ｃセンター窓口または

郵送で提出してください。

承認通知
町え申請内容を審査し、承認されれば

承認通知書を郵送します。

事業所との打ち合わせ
担当者が訪問し、利用したい内容や

自宅の様子などを確認します。

ヘルパー派遣
ヘルパーがお家に伺います。

ご不在の家には伺えませんので、

必ず在宅をお願いします。

※　前日16時以降はキャンセル料

1,500円が発生します
申請書は久山町ホームページでも

ダウンロードできます。

料金のお支払い
１か月分の料金を事業所から直接利用者様に

請求されますので、期限までにお支払いください。

ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ

久山町 産前産後ヘルパー



（お申込み・お問い合わせ先）
只松 092-976-1554
山野 092-976-2700

楽しい家庭は食卓から、料理は基本です。

１歳から就学前のお子さんをもつ方を対象に、地産地消の調理実習を通して食育を学ぶ教室です。

お母さんやお父さんが調理自習をしている間、保育士やボランティアサポート隊が託児します。 講師 

親から離れて過ごす子どもたちは、次第に自立心も芽生え、成長していきます。

ボランティアサポート隊の方は、地域の子育ての先輩でもあります。子育てに悩むお母さんやお父さんの 先生

よき相談相手となってくれるはずです。 子どもの健康を考える会
自然食の会

料理を学びながら、わずかの間ですが育児から解放された時間を楽しんでいただきたいと思います。 生活習慣予防指導士

出来上がったお料理は、なかよしクッキング受講生の親子、講師の先生、ボランティアサポート隊、保
○ 開催場所 勤労青少年ホーム

育士のみんなでいただきます。大勢でのお食事で、お腹も心も大満足のひとときを過ごしましょう！ ○ 活動時間 9時30分～13時30分
○ 受講料 無料

★　令和４年度の活動予定　★ 日程は変更の可能性があります。 ○ その他 保険料と材料費
（１回500円）

6 月 9 日 （ 木 ） 11 月 10 日 （ 木 ）
7 月 14 日 （ 木 ） 11 月 24 日 （ 木 ）
9 月 8 日 （ 木 ） 12 月 8 日 （ 木 ）

10 月 13 日 （ 木 ） 2 月 9 日 （ 木 ）
3 月 2 日 （ 木 ）

久山町では、出生後７か月健診に合わせて、絵本をプレゼントする『ブックスタート』を行っています。

絵本は、親子のふれあいのひとときをもたらし、互いの癒しにつながります。

また、子どもの想像力をかきたて、本を開く楽しさを覚えることで、頭と心の育ちの手助けとなります。

久山図書館登録カードも一緒にプレゼントしていますので『ブックスタート』をきっかけに、図書館へ足を運んでみませんか？

※　満１歳までで生後７か月を超えて久山町へ転入された方は、レスポアール久山までお越しください。

（お問い合わせ先） レスポアール久山（久山図書館）　976-2444

★　子育て支援「なかよしクッキング教室」　★　（子育て支援なかよしグループ）

鬼塚
おにつか

　ユキ子

第１回 令和４年 第５回 令和４年
第２回 令和４年 特別体験講座 令和４年
第３回 令和４年 第６回 令和４年
第４回 令和４年 第７回 令和５年

第８回 令和５年

★　ブックスタート　★



かすや地区女性ホットライン 092-401-5353

福岡あすばる相談ホットライン 092-584-1266

配偶者暴力相談支援センター　粕屋 092-939-0511
児童相談所虐待対応ダイヤル

福岡県配偶者からの暴力相談電話 092-663-8724
（夜間・休日相談窓口） 児童相談所相談専用ダイヤル 0570-783-189

（なやみ・いち・はや・く）
男性ＤＶ被害者のための相談ホットライン 092-571-1462

福岡児童相談所 092-586-0023
LGBTの方のDV被害者相談ホットライン 080-2701-5461

＜ふくおか子育てパーク＞
性暴力被害者支援センター・ふくおか 092-409-8100 家庭教育相談「親・おや電話」 092-947-3515

子育て相談メール
ＤＶ相談＋（プラス） https://soudanplus.jp/ http://www.kosodate.pref.fukuoka.jp/soudan/#qa

福岡県ＤＶ関連ホームページ　 子ども支援オフィス 092-938-1205
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/dv20091112.html

久山町役場　福祉課 092-976-1111

ＳＴＯＰ！ＤＶ 189　いちはやく

大切な人を暴力で縛る、

それは決して許されない。
「だれか」じゃなくて　「あなた」から

「殴る、蹴る、突き飛ばす」「無視する、ののしる」「嫌がっているのに性行

為を強要する」「子どもに悪口を吹き込む」「生活費を渡さない」

こんな行為はＤＶです。心あたりのある方は、まずはご相談ください。秘

密は厳守され、相談は無料です。

・　子育てを頑張っているのに、子どもに手を挙げてしまう。

・　育児に疲れて、このままでは虐待をしてしまうかも…。

・　子育ての仕方がわからない。

・　近所で叩く音や怒鳴り声、叫ぶ声がよく聞こえる。

・　子どもに不自然なきずやあざがある。

・　子どもを置き去りにして、親がよく外出している。

自分のこと、周りのことで気づいたときにご連絡ください。

通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内

容に関する秘密は 守られます。

189

緊急の場合は、110番

または最寄りの警察署へ

粕屋警察署

939-0110

https://soudanplus.jp/
http://www.kosodate.pref.fukuoka.jp/soudan/#qa
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/dv20091112.html


遊具あり

桜並木ゾーン

蛍見ゾーン

久山交番

至二日市

至熊本

至土井

至古賀

〶
下山田集会所

下久原公民館

至北九州

九州自動車道

上久原

集会所

〶

久山会館 新建会館

いつき会館
久山町社会福祉協議会

首羅山遺跡

白山神社 東久原集会所

かみじ会館

ﾚｲｸｳｯﾄﾞ久山 草場

集会所若葉荘 久山療育園

山陽新幹線 伊野天照皇大神宮 至直方 ホテル

夢家

至篠栗

久山かじか保育園
976-1812

ひさやま保育園杜の郷
652-3356

久山町役場

976-1111

けやきの森幼稚園
692-7575

久山みそら保育園
976-3450

せいこく保育園
976-2323

山田小学校
976-0170

久原小学校
976-0008

久山中学校

976-0015

ヘルスC&Cセンター
976-3377

子育て支援センター木子里
976-3438

レスポアール久山

976-2444

大国医院
976-0173

志方医院
976-2858

宮原内科 ﾘ   
652-3680

猪野公園

草場公園

下山田公園
総合グランド

総合運動公園

多目的広場

東久原公園

中久原公園

下久原公園

三日月渓流公園

ﾌ  ﾄ  ﾝﾀ  ﾘ   
976-1234

七隈歯科医院
976-2300

宏洲整形外科医院
957-5151

牧歯科医院

957-5151

ひらた歯科医院
976-2524

粕屋中南部休日診療所
652-3119

川原眼科 久山クリニック

（ﾄﾘ  内）
976-1060

はる助産院

070-4735-1108


