
■４月の来館人数は７７６人
　大変多くのご利用ありがとうございます。
センターではこれからも多くの児童に利用していた
だくため、いろいろな行事を行う予定ですので、皆様
のご来館を心よりお待ちしております。
■開館：９時～１８時　■休館：毎週火曜・第３日曜
問 児童センター ☎ 22-7403   所長  福澤 秀昭
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保健の掲示板
6月16日から7月15日まで

パノラマたがわ（田川市郡のイベント情報）

【川崎町】アクロス・レインボーコンサート inかわさき
　　　　 6月15日 木 11時開演
　　     （川崎町勤労青少年ホーム）
　　　　 参加料：無料
【糸田町】移動科学館 inいとだ
　　　　 6月18日 日 10時開場
　　     （糸田町民体育館・児童館）
　　　　 参加料：チャレンジ教室 50円程度
【香春町】杉本恭子ふるさとふれあいコンサート
　　　　 6月19日 月 19時開演
　　     （香春町町民センター）
　　　　 参加料：無料
【田川市】レイモン・ルフェーヴルグランドオーケストラ
　          6月28日 水（田川文化センター )
             入場料：一般　         3000円（3500円）
　　　　 　　　  高校生以下　1500円（2000円）
　　　　 ※（　）は当日券による入場料、全席指定             

編集後記

▶「えっ！」思わず声をあげました。それもそのはず、
手にしたのは開封したばかりの内閣総理大臣賞決定通
知。同じ広報紙が２度も選ばれるのは前代未聞のことだ
からです。入選ならまだしも特選、しかも…。今回の受
賞はひとえに取材に協力してくださったみなさんのおか
げです。お礼は言い尽くせませんが、少しでもいい紙面
を作ることで恩返しができればと思っています。（長野）
▶国際交歓会の取材中に起こった出来事。ひとりの選手
から「カメラを貸してください」と声をかけられ手渡す
と次は「車いすを押して」とつづき、全部のテーブルを
撮影して回わったんです。突然のことに驚きました。言
葉は通じなくても、こんなふれあいもありと実感。（鉄谷）

Event

おさめて安心（６月の税納期限）

■ 町県民税　　１期　６月 30日金 が納期限です。
　   ※  納期を過ぎますと100円の督促手数料が加算されます。

Tax

ひとのうごき（福智町の人口）

■ 人口：26,300 人（前月比－ 42人・前年比＋ 35人）
　 男性：12,476 人／女性：13.824 人
　（転入 92 人・転出 126 人・出生 23 人・死亡 30 人）
■ 世帯：10,868 世帯（前月比＋ 18世帯）
　 ※平成 18年 4月末現在（住民基本台帳人口）

Population

６月16日 金【４～５か月児健診】
生後４～５か月児を対象（個人通知します）
会場：コスモス保健センター／受付：13:00 ～ 14:00
６月19日 月【健康相談】
健診結果や介護など相談希望者を対象
会場：金田保健センター／受付：13:30 ～ 15:30
６月21日 水【７～８か月児健診】
生後７～８か月児を対象（個人通知します）
会場：コスモス保健センター／受付：13:00 ～ 14:00
６月22日 木【健康相談】
健診結果や介護など相談希望者を対象
会場：方城保健センター／受付：9:30 ～ 11:30
６月27日 火【ポリオ（小児マヒ）予防接種】
３か月～ 18か月児を対象 (90 か月未満まで接種可 )
会場：方城保健センター／受付：13:20 ～ 14:20
６月28日 水【３歳児健診】
３歳～３歳１か月児を対象（個人通知します）
会場：コスモス保健センター／受付：13:00 ～ 14:00
７月 ５日 水【１歳６か児健診】
１歳６か月～１歳７か月児を対象（個人通知します）
会場：コスモス保健センター／受付：13:00 ～ 14:00
７月12日 水【乳幼児相談】
２か月児、身体計測・育児相談等希望者を対象
(2か月児は個人通知します）
会場：コスモス保健センター／受付：10:00 ～ 11:00
７月12日 水【健康相談】
健診結果や介護など相談希望者を対象
会場：コスモス保健センター／受付：9:30 ～ 11:30

コスモス保健センター　☎ 28-9500
金田保健センター　　　☎ 49-7080
方城保健センター　　　☎ 22-5101

☞ 金田保健センター会場の総合健診の申し込み受付中
健診開催日：６月23日 金～６月26日 月
電話での申し込み受付期間は、６月１日 木～６月16日 金
☞ コスモス健診センター７月受診希望者の申し込み受付中
直接、コスモス健診センター ☎ 28-5512まで
電話でお申し込みください。
☞ 献血にご協力ください
対象：16歳～69歳の健康なかた（65歳～69歳の場合は
　　　60歳～64歳の間に献血をしたことがある人）
日程・会場：６月27日 火　方城保健センター
　　　　　   ６月29日 木　金田保健センター
受付時間：10:00～11:30 / 12:30～16:00

　４月２７日にサロンで遊ぼうを開催。参加した子ど
もたちはお母さんと一緒に遊具で遊んだり大きな紙
で兜を折ってあそびました。また、お母さんたちの間
では子育ての事や夕食の献立の話などお互いの情報
を交換しあって大いに盛上がっていました。

■６月の行事予定
　　８日木 誕生会    １５日木 リズム遊び
　２３日金 世代間交流ふれあいクッキング
　２７日火 ミニコンサート
◉２３日のふれあいクッキングは６月９日までに支援
　センターへ申し込みください。参加費は無料です。
問子育て支援センター　☎22-2401

■ときにはテレビを消して
　子どもとコミュニケーションを
　テレビやビデオを見る時間が長いほど、人とうま
く関われなくなる。たとえば、お母さんが目を合わせ
ようとしたら視線をそらす子どもの割合は、１日に７
時間以上テレビがついている家庭では実に９割以上。
小児科の先生がたの「テレビ漬けの子ども達に、表
情がない、言葉が遅いなど、自閉症の子どもと似た
症状が見られる」という問題提起です。テレビやビ
デオは一方的に情報を送りだす一方通行のコミュニ
ケーション。子ども達の健全な成長には、会話や一
緒になって遊ぶなどの双方向のコミュニケーション、
特に人との交流が大事です。たまには「ノーテレビ
デー」をつくってみてはいかがですか。子育て支援
センターでは毎月、支援センターだより「ハローママ」
を発行しています。行事予定やサークル紹介、子育
てメモなどを掲載していますので、ぜひご覧ください。
■　設置場所　本庁、各支所、保健センターの窓口
　　日王の湯、ふじ湯の里、ふくちの郷

　今年度も新しく多くの児童がクラブへと入会して
いただきました。現在クラブでは、それぞれ発表会
等へ向け日々練習に励んでいます。みなさんも是非
一度見学に来てみませんか。
■６月の行事予定
◉ エアロダンスクラブ　
　 ６月　３日土・１７日土　１０：００～１１：００
◉ 囲碁教室
　 ６月　３日土・１７日土　１０：００～１１：３０
◉ 和太鼓クラブ
　 ６月１０日土・２４日土　１０：００～１１：３０
◉ 茶道クラブ
　 ６月１０日土・２４日土　１３：３０～１５：００
◉ 絵本の読み聞かせ
　 ６月１７日土　　　　　  １４：００～１５：００

■２００６年度 クラブ活動が始まりました

■ 子育て支援センター

こころ豊かな子育てを応援します！
福智町立地域子育て支援センター／児童センター

■ 児童センター

■方城支所

■方城診療所

■ＧＳ

■方城Ｇ
■方城体育館

■中央保育所

児童センター
子育て支援センター

　 子育
てア
ドバ
イス

支援
セン
ター
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■サロンで情報交換
　お互いの子育て話しましょう

和太鼓クラブ

茶道クラブ

エアロダンスクラブ

飼育クラブ（メダカなど）


