働くことを考え
はじめたら・・

こんなときは・・・
子どもを預けて
自分を磨く！！

ワーキングマザー
両立応援カウンセリング →P.21
ハローワークマザーズコーナー →P.21
託児サービス付き職業訓練 →P.21

（託児つき講座・親子参加のイベント）
ママのためのピラティス・ヨガ（託児なし）→P.115
お母さんのための託児つき講座（ヨガ） →P.115
親子教室（ヨガ・リトミック・リズム体操） →P.115
健康支援プログラム →P.105
一時的に
預かってくれる所は
あるかしら？
一時預かり（公立・法人立保育園
私設保育施設） →P.103
ファミリーサポートセンター →P.106

子どもと一緒に
あそべるところは？？

お話し会（各図書館・図書室）→P.108
ワンコインコンサート →P.114
～0歳からのクラッシックコンサート
乳幼児家庭教育学級 →P.110
子育て支援センター →P.102
巡回子育てひろば →P.102
子育てふれあいコーナー事業→P.102
つどいの広場→P.11、P.102
保育園園庭開放・交流事業→P.106
かながわ子育て応援パスポート→P.107

各子育て支援センター、保育園でも随時相談受付 →P.102、P.103
お母さんと子どもの健康相談（予約不要）→P.104
赤ちゃんの健康相談（南・北保健センター）（予約不要） →P.14、P.104
子ども虐待ほっとライン・子どもの発達相談 →P.14、P.106
ふじさわ安心ダイヤル24 →P.12
保育コンシェルジュ →P.10
ふたご・みつごちゃんのフリースペース →P.11
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子育て応援ナビ
― 子どもと楽しむくらしの情報 ―

子どもと一緒にでかけよう！

・・・・・・・・・・・・・・・・・→

P. 8

子どもを守りたい！
〜もしものとき・悩んだとき〜

・・・・・・・・・・・・・・・・・→

P. 12
6

知りたい！子育て応援情報

・・・・・・・・・・・・・・・・・→

P. 20
P. 9

産みたい！〜地域の病院・助産院〜

・・・・・・・・・・・・・・・・・→

P. 23

2020年8月現在の情報です
事前予約など、利用の制限があるので、必ずHPなどでご確認ください

子
育
て
応
援
ナ
ビ

遊

びたい

子どもと一緒にでかけよう！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■少年の森
所在地：打戻2345
●夏期キャンプ事業、自然と触れ合う催しあり。
アスレチックや自然散策も。
＊トイレ、P、宿泊施設あり

藤沢市内の
主な公園・プール
MAP

■湘南台公園
所在地：湘南台7-16
●大きな公園で広々とした芝生、
遊具広場もあります。
＊トイレ、近隣に有料Pあり

■大庭城址公園
所在地：大庭5230
●大芝生、足形の丘、花の広場、
冒険広場。
＊トイレ、Pあり

■秋葉台公園プール
所在地：遠藤2000-1
●屋内屋外プール(屋外は休止中)。
※屋外プールサイドのみオムツでも可

■石名坂温水プール

■引地川親水公園

所在地：本藤沢1-10-1
●屋内プール

所在地：大庭6510
●芝生広場、湿生植物園、藤棚。
水辺と親しめ、野鳥もたくさん
飛んできます。
＊トイレ、Pあり

■新林公園
所在地：川名411-1
●自然散策路、冒険広場、
昔の民家もあります。
カワセミやリスと出会えるかも。
＊トイレ、Pあり

■神奈川県立
辻堂海浜公園
所在地：辻堂西海岸3-2
●交通公園、プール(夏のみ)、
芝生広場等いろいろな遊びが
できます。
＊トイレ、有料Pあり

■八部公園（鵠沼運動公園）
所在地：鵠沼海岸6-12-1
●屋内屋外プール (屋外は休止中)。
月一回ミニSLに乗れます。
＊トイレ、Pあり

8

ちょっぴり
遠出も♪

市外のおでかけ情報
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■神奈川県立茅ヶ崎里山公園
所在地：茅ヶ崎市芹沢1030
0467-50-6058
●里山ならではの豊かな自然と里山文化を体験。

■平塚市総合公園
所在地：平塚市大原1-1
0463-35-2233
●ふれあい動物園や流れの広場、わんぱく広場など。

■大和ゆとりの森
所在地：大和市福田4112
046-267-6800
●｢わんぱく広場・ピクニック広場｣｢芝生グラウンド｣｢ふわふわドーム」など。

■鎌倉中央公園
所在地：鎌倉市山崎1667
0467-45-2750
●小学生以下対象の体験講座「ちびっこチャレンジ」あり。

■いすゞプラザ

(完全予約制)
所在地：藤沢市土棚８
0466-41-5811
●「いすゞ自動車」の歴史と車作りを展示と体験で紹介。

(完全予約制)

■あーすぷらざ（神奈川県立地球市民かながわプラザ）
所在地：横浜市栄区小菅ケ谷1-2-1
045-896-2626（代表）
●乳幼児とその保護者向けの｢ファンタジープログラム｣が人気。（月３回、除８月）

■東京おもちゃ美術館

(完全予約制)
所在地：東京都新宿区四谷４−２０ 四谷ひろば内
●参加型ミュージアム。木のおもちゃが充実。

で

03-5367-9601

情報アプリ

■ママパパマップ

https://mamamap.jp

授乳室検索アプリ

■Babymap https://babymap.jp
授乳室・おむつ替え無料検索地図アプリ

■赤ちゃんの駅マップ
https://www.combi.co.jp/brand/combiwith/babystation/list/
誰でも自由に使える授乳・おむつ替えスポットの紹介
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藤沢市内の
子どもの家･児童館
MAP

地域
子どもの家
1(湘南台) 丸太小屋
2(片瀬) 片瀬こどもらんど
3(羽鳥) はとりんぼ
4(中里) なかよし砦
5(藤沢) ふじっこ砦
6(鵠沼) 鵠っ子とりで
7(大越) おっこし森ん子ハウス
8(大庭) ちびっ子ドーム
9(六会) どんぐりころりん
10(長後) わんぱく城
11(鵠南) ひょっこり鵠南島
12(八松) まつぼっくり
13(本町) 元気王国
14(秋葉台) ちびっ子パラダイス
15(高谷) ゆうゆうランド
16(俣野) 俣野っ子ハウス
17(村岡) のびのびランド
※ 小学生以上で人数制限あり

14～16時

雨の日も
でかけよう！

地域子どもの家・児童館
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●子どもたちの遊びの拠点として、自由
にのびのびと遊べる機能を備えた施設。

所在地：各地区にあります。
施設概要：図書コーナー、
屋根裏アスレチック、
子どもエレベーター、床下通路、
ネット階段、ロープウェー等。
（施設により異なる）
対象：◆地域子どもの家…小・中学生、
付添人のいる幼児。
：◆児童館…0〜18歳
（幼児は保護者同伴）
詳細＊藤沢市みらい創造財団青少年事業課
http://f-mirai.jp/youth/

児童館
A 鋸っ子ランド：大鋸
B つじどうむ：辻堂東海岸
C わんぱくワールド：鵠沼桜が岡
D ぐうちょきぱあ：辻堂西海岸
E ぼうけんじま：石川
※ 小学生以上で人数制限あり
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14～16時半

地域の子育て支援ひろば
イ
ロ
ハ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
ヌ

楽しく子育て～保育室で遊ぼう〜：片瀬公民館
おもちゃのへや／おててつないで：鵠沼公民館
ラッコの広場／こどもの広場／さくらんぼ広場：辻堂公民館
ふれあい子育てひろば
／１歳児えいご／おたのしみ人形劇：善行公民館
むつあい子育てひろば：六会公民館
いしかわ子育てひろば：六会公民館石川分館
親子の遊び場解放：湘南台公民館
おもちゃのへやメリーゴーランド
／子育てフリースペースわんぱく広場：湘南大庭公民館
すくすく広場：遠藤公民館和室

※ 実施状況については各会場へお問い合わせください

つどいの広場
子育て支援ひろば
MAP

つどいの広場
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

鵠 沼：鵠沼公民館保育専用室
善 行：子育てサロンあいうえお
藤が岡：コンフォール藤沢C3−103
中 里：なかよし砦

※ 予約制

各会場へお問い合わせください

ふたごみつごちゃんの
フリースペース
鵠沼公民館･湘南台公民館ホール･明治公
民館健康プラザ内･Fプレイス保育室
※ 予約制

各 子育て支援センター

藤沢版つどいの広場
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

※ 実施状況については各会場へ
お問い合わせください

かたせ･ニコニコ広場：片瀬地区ボランティアセンター
むらっこひろば：村岡公民館子ども室
子育てプレールーム：Fプレイス保育室
フリースペース“にこにこ”：明治公民館子育て支援室
大庭子育てさろんぴよぴよ広場：湘南大庭公民館子ども室･和室
遠藤子育てさろんのびのび広場：遠藤公民館和室･保育室
子育てひろば「タンポポ」：長後公民館･老人憩いの家･わんぱく城
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守

りたい

子どもを守りたい！
〜もしものとき・悩んだとき〜

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

病気？事故？ もしもの時の緊急連絡先＆ウェブサイト
～番号のおかけ間違いには、十分お気をつけ下さい～

◎藤沢市休日・夜間急病診療所（詳細は広報・市HPへ）
・南休日・夜間急病診療所
０４６６-２３-５０００
(土)
18時～23時（受付は、終了30分前まで）
(日)(祝) 9時～12時,13時～17時,18時～23時
（受付は、各終了30分前まで）
・北休日・夜間急病診療所
０４６６-８８-７３０１
(月)～(金) 20時～23時（受付は、終了15分前まで）
(土)
18時～23時*（受付は、終了30分前まで）
(日)(祝) 9時～12時，13時～17時，18時～23時
（受付は、各終了30分前まで）

◎藤沢市民病院

０４６６-２５-３１１１

23時以降 要事前電話連絡

◎ふじさわ安心ダイヤル２４

０１２０-２６-００７０
医師･看護師･保健師などの相談員が病状や症状についてアドバイス。健康や育
児・メンタルヘルスなどの相談も。携帯可。（24時間体制）

◎かながわ小児救急ダイヤル
夜間、子どもの体調の急変に家庭でどのように対処すれば良いか、すぐに医療
機関にかかる必要があるかなどについて助言を行う。
（毎日18時～24時 専任の看護師等が対応）
・プッシュ回線で
＃８０００
・その他の回線の方
０４５-７２２-８０００

◎My SOS（救命・救急補助スマートフォンアプリ）
災害時や急病時に自分や家族を守るアプリ。

◎Q助（全国版救急受信アプリ）
緊急度を判定し、医療機関・受診手段を検索できるアプリ。
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◎神奈川県医師会中毒情報相談室

０４５-２６２-４１９９
洗剤･化粧品･入浴剤など、家庭用化学製品等の誤飲･誤食などの事故が実際に
発生した場合。
（24時間体制 中毒情報相談室職員が対応）

http://www.kanagawa-med-4199.jp/
◎中毒110番(公益財団法人 日本中毒情報センター)
・大阪中毒110番**
０７２-７２７-２４９
９
・つくば中毒110番**
０２９-８５２-９９９９
市民専用。化学物質や動植物の毒によって起こる急性中毒について。
・たばこ誤飲事故専用電話*
０７２-７２６-９９２２
音声自動応答による一般市民向け情報提供。
（情報提供料無料、365日 *24時間、**9時〜21時対応）

http://www.j-poison-ic.jp/110serviece/
◎（社）日本小児科学会「こどもの救急」
こんなときどうすればいい？ 1ヶ月〜６歳児の時間外受診の判断目安を提供。
小冊子や小児救急電話相談 ＃８０００(全国共通) もある。

http://kodomo-qq.jp/index.php
◎子ども安全メール from 消費者庁
子どもの月齢・年齢ごとに起こりやすい事故と予防策を紹介。子どもの事故
予防に関する豆知識や注意点などを週１回、メールで配信している。登録は
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project
_001/attention/

・消費者庁 子どもを事故から守る！ Twitter ＠caa_kodomo
◎食物アレルギーサインプレート・食物アレルギー緊急カード
入手方法・使い方・作り方はALサインプロジェクトHPへ。

http://www.alsign.org

◎多言語医療問診票 multilingual medical questionnaire
あなたの言語で病気のことを伝える。18言語対応。

http://www.kifjp.org/medical/
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悩んだら、
話してみませんか？
ママと子どもを守る相談窓口一覧
～番号のおかけ間違いには十分お気をつけ下さい～

◎藤沢市子ども家庭課
子ども虐待ほっとライン（18歳未満）
０４６６-５０-７７１４
(月)から(金) 8時30分～19時
(土) (日) 9時～12時，13時～17時
子ども発達相談
発達に心配のある子どもについての相談。
・未就学児 南保健センターで
０４６６-５０-３５９６
・１５歳までの就学児 子ども家庭課で
０４６６-５０-３５６９
(月)～(金) 8時30分〜12時，13時～17時 要予約
子ども･子育て･青少年の不安や悩み
０４６６-５０-３５６９
（20歳未満の子どもとその保護者）
育児ストレスなどの相談。子ども本人からの相談。
(月)～(金) 9時～17時

◎藤沢市子ども健康課

南保健センター ０４６６-５０-３５２２
お母さんと子どもの健康相談
北保健センター ０４６６-５０-８２１５
保健師･栄養士･歯科衛生士による妊産婦や乳幼児の健康･食事･育児･歯の相談

◎子ども家庭110番（神奈川県中央児童相談所）
子育ての不安、しつけ、いじめ、不登校など子どもに関わる相談を何でも受付。
子ども自身からの相談も受付。
テレホン相談
０４６６-８４-７０００
(毎日)9時～20時
相談LINE @kana_kodomo110 から友だち追加

(月)～(土) 9時～20時
◎児童相談所 全国共通ダイヤル

いちはやく１８９

◎神奈川県警 子ども安全110番

０１２０-６０４-４１５
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◎神奈川県ライトセンター

０４５-３６４-００２

３
事務室 Fax.０４５-３６４-００２７
視覚障がい乳幼児・児童の相談・指導を実施。来所相談は要予約。

http://www.kanagawalc.org/
◎神奈川県聴覚障害者福祉センター

０４６６-２７-１９１１
Fax..０４６６-２７-１２２５
聴覚障がい児(乳幼児・学齢児)の相談。予約制。

http://www.kanagawa-wad.jp/
◎教育相談センター（神奈川県立総合教育センター）
(月)～(金) 8時30分～21時
(土) (日) (祝)8時30分～17時15分 12月29日～1月3日を除く

http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/Snavi/soudanSnavi/
・総合教育相談
０４６６-８１-０１８５
子育てやしつけ、不登校など子どもの教育についての相談。
・発達教育相談
０４６６-８４-２２１０
障がいのある子どもをはじめ、LD（学習障がい）やAD/HD（注意欠陥･多
動性障がい）など、特別な支援を必要とする子どもたちの教育について、

その家族の相談に応じる。
◎ハローベビーかながわ

０４５-５０２-３９３２

神奈川県助産師会 助産師による無料電話相談。
(月)～(土) 10時～16時

http://kanagawa-josanshi.com
◎難病のこども支援全国ネットワーク
ネットワーク電話相談室
０３-５８４０-５９７３
専門職の相談員による難病や障がいのある子どもを育てる家族の医療･教育･福
祉に関する相談や友達探しの援助等。
(月)～(金) 11時～15時 祝祭日を除く
遺伝(先天異常)特別相談
臨床専門医による先天異常のある子どもを育てる家族の療育や遺伝科へのかか
り方に関する相談。
原則(第4金) 14時～17時

https://www.nanbyonet.or.jp/infomation/#consultation
◎日本母乳の会
“一人でも多くの母と子が母乳で育てられる幸せを”を目的に活動する医師・
助産師・保健師・看護師などの医療関係者と母親たちの会。

http://www.bonyu.or.jp/
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ママと赤ちゃんを守る防災の知恵
「湘南ばんびーの1号」2011年6月発行（湘南リビング新聞社）より
ご許可を得て転載・引用・部分加筆。

いざ地震が起きたら…
・危険なものから離れ、赤ちゃんと自分を守る姿勢をとる。
・パニックになりそうになったら、一度大きく深呼吸して落ち着く。
・コンロの火を止めるなど、消火活動は揺れがおさまってから。
・揺れがおさまったら、玄関やドアなど避難経路の確保。
・テレビやラジオで地震の規模、被害状況などを確認し、避難を決断。
・避難時の荷物は、必要最小限に｡必ずブレーカーを落とし、戸締り｡
・避難所へは安全な経路で。エレベーター、ベビーカーは使わない。

非常持ち出し品チェックリスト
≪普段の持ち歩き品≫
□
□
□
□
□
□
□

母子手帳、保険証、小児医療証
身分証明書
現金(10円玉,100円玉も)
オムツ
□ おしりふき
ビニール袋
哺乳瓶(プラスチック製)
紙コップ(哺乳瓶の代用にも)

□
□
□
□
□
□
□

飲料水(煮沸してミルクにも)
スティック粉ミルク
携帯食品(お菓子でも)
呼び笛
□マスク
携帯電話の電池式充電器
携帯ラジオ
懐中電灯

≪一次持ち出し品≫（一般的な持ち出し品に加えて準備）
□
□
□
□
□
□
□

離乳食(スプーンも)、おやつ
タオル、ガーゼハンカチ
オムツ(3日分) □ おしりふき
肌着、着替え(3日分)
おもちゃ
歯ブラシ等、歯磨き用品
子ども用の靴

□
□
□
□
□
□

清浄綿
□消毒薬
生理用品、おりものシート
使い捨てカイロ
(離乳食の温めにも)
バスタオル(授乳ケープにも)
ウェットティッシュ
食品用ラップ

※避難をする時は抱っこ紐を使って、前抱っこにする。背中にリュックを
背負って両手は空けておく。
※荷物は、子どもを抱っこして背負って歩ける重さにしておく。
※お気に入りのおしゃぶりや毛布を持っていくと、避難所で子どもの気持
ちを落ち着かせることができる。
※子どもの持病・アレルギーを考慮して薬や食料を用意する。
参考文献

『被災ママ８１２人が作った 子連れ防災手帖』
（メディアファクトリー 2012年3月発行 1000円+税）
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備えてあれば…
災害は予測不能、普段の準備が大切！

今いるところはどんなところ？
※「津波ハザードマップ」（令和２年８月更新）
※「地域危険度マップ」（平成27年４月更新）
※「液状化危険度マップ」（平成27年４月更新）
※「揺れやすさマップ」（平成27年４月更新）
※「土砂災害・洪水ハザードマップ」（令和２年８月更新）
※「浸水想定図」（令和２年８月更新）
※ 地図情報公開システム「ぐるっとふじさわマップ」

http://guru-fmap.city.fujisawa.kanagawa.jp

体験学習できる施設はここ！
◎神奈川県総合防災センター

046-227-1700

県の救援活動拠点。地震や風水害などの体験コーナー、映像による学習、防
災情報の展示。事前電話予約。
9時～17時（体験コーナーは16時まで） (月),(祝)翌日は休館

◎横浜市民防災センター

045-411-0119

インストラクターの解説付きで、わかりやすく・楽しく防災・減災について
学べる。当面の間予約制。部分開館。
9時15分～17時 (月)と年末年始は休館

◎ふじさわ防災ナビ
小冊子(自主防災活動・防災訓練・災害対応・知識と備え・避難行動要支援
者)やリーフレット(これだけは知っておこう・妊婦さんと乳幼児がいるご家
庭)は市のHPから閲覧できる。

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/bousai/bosai/bosai/yo
bo/bosainavi.html
・防災インフォメーション http://bosaiinfo.city.fujisawa.kanagawa.jp/
・twitter @Bousai_Fujisawa

◎災害時の多言語支援情報サイト
Multilingual Support Information Website
大規模災害が発生した際に、外国人に必要な情報を多言語で発信。神奈川県
災害多言語支援センターからの情報が中心。

http://www.kifjp.org/disaster/
｢災害のときの便利ノート｣(2015年2月発行)は11言語に対応。

http://www.kifjp.org/news_tabunka/1897
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ママと子どもに嬉しい情報−−
◎『あかちゃんと ママを守る防災ノート』 PDF版
監修／春名めぐみ・吉田穂
波
・防災ポイントを確認して、”我が家の備え”について考えよう。
・妊娠中や産後の女性や乳幼児も、災害時に特別な支援が必要とされる。と
はいえ、地域の方も支援が必要な人の存在を知らなければ、助けたくても助
けることができない。挨拶を通して地域に顔見知りを増やし、地域の防災訓
練や防災イベントに参加しよう。モノを備えるだけが防災ではない。

http://www.bousai.go.jp/kaigirep/kentokai/hinanzyokakuho
/wg_situ/pdf/dai3kaisankou4.pdf#search=%27
◎『被災ママに学ぶちいさな防災のアイディア40』アベ ナオミ(学研)
イラストレーターによる防災＆避難生活の心得集。宮城での被災経験をふま
えた「熊本応援ツイート」が話題となった。体験者ならではのリアルなアド
バイスを、コミックを交えてわかりやすく紹介している。

◎『4コマですぐわかるみんなの防災ハンドブック』草野かおる
(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
もしもの時に役立つ防災の知識や知恵をサッと読める4コマ漫画で紹介。お
子様でも簡単に理解できる。

◎『親子のための地震イツモノート キモチの防災マニュアル 』
地震イツモプロジェクト,寄藤文平
イツモの生活のなかで備えていたい。『地震イツモノート』を子ども向けに
したもので、阪神・淡路大震災での出来事や地震に対する備えなどを、イラ
ストを交えて絵本のように読みやすくしてある。子どもに淡々と事実を伝え
るツールとして最適な一冊。

◎『いざというときに身を守る気象災害への知恵』
伊藤 佳子,鈴木 純子(求龍堂)
ゲリラ豪雨、土砂災害、熱中症、光化学スモッグ、ヒートショック…。事例
をあげながら、同じような被害にあわないための方法を紹介する。切り取っ
て使う「大切な情報」携帯用カード付き。

◎「気持との付き合い方」

関正樹(大湫病院児童精神医療センター)
新型コロナウイルスに対する不安な気持ちとその付き合い方への助言。

◎「新型コロナウイルスげき退作戦！」
坂本昌彦(佐久総合病院佐久医療センター)
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知

りたい

知りたい！子育て応援情報
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ふじさわ子育て

検索

◎子育てアプリふじさわ（母子モ）
神奈川県が運用している「母子モ」事業に参加。利用料は無料。
・藤沢市から、子育て関連情報をお届け
・登録した写真や成長日記を家族で共有可能
・グラフ管理や健診・予防接種などのスケジュールを管理
※ 受診には、従来の冊子母子健康手帳をお持ちください。

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kodomose/bosimo.html
母子モ

検索

◎いこーよ
藤沢市全域の子育てに関する情報を委託掲載しているホームページ。

https://iko-yo.net/facilities?prefecture_ids%5B%5D=14
◎パパノミカタ（かながわ版父子手帳）
父親版子育て指南書。

http://c.rakuraku.or.jp/mikata/contents
◎Babyプラス
産婦人科医がつくった妊娠・出産アプリ。

http://www.jsog.or.jp/modules/babyplus/index.php?content_i
d=1
◎外国人住民のための子育て支援サイト Parenting in Japan
（公財）かながわ国際交流財 多言語支援センターかながわ
０４５-６２０-４４６６(代)
外国人住民の方々に、妊娠出産から子どもの小学校入学までの手続きや支援
サービスを動画で提供。音声は日本語・字幕は7言語*対応。
*中国語・タガログ語・ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語
英語・ネパール語
日本人支援者の方には、｢母子保健｣｢保育｣などで活用できるコミュニケーショ
ンツールを紹介。ガイドブックあり。

http://www.kifjp.org/child/
◎ハートフルバンク HEART FULL BANK
シングルファミリー応援情報サイト

https://hartfullbank.com
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◎えのぽ ―えのしま・ふじさわポータルサイト―
ＮＰＯと藤沢市等で協働運営する湘南・藤沢地域の情報サイト。

http://www.enopo.jp/
◎あそびい湘南
“あそび”をキーワードに親子目線で発信する情報サイト。

https://asobii.net/shonan

子育てしながら働きたい方へ
◎ワーキングマザー両立応援カウンセリング
働くママ＆プレママのための相談室。両立を考えるときに抱える不安や悩み
に、女性と仕事に詳しい経験豊かな女性カウンセラーが回答。
湘南地区(茅ヶ崎)開催あり。託児あり（0歳～就学前）。
お問合せ･予約 かながわ労働センター
０４５-６３３-６１１０(代)

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/k5n/cnt/f7580/p1192
913.html
◎ハローワーク藤沢 マザーズコーナー

０４６６-２３-８６０９
キッズコーナーで子どもを遊ばせながら（託児なし）求人の閲覧、職業相談
ができる。仕事と子育ての両立に関する子育て支援情報を提供。個人の状況
に応じて、予約による担当者制の個別支援あり。
(月)～(金) 8時30分～17時
藤沢市朝日町5-12
https://www.hellowork-japan.net/kanagawa/mothersfujisawa.html

◎労働相談（育休など）
神奈川労働局雇用環境・均等部指導課
藤沢労働基準監督署
かながわ労働センター湘南支所

０４５-２１１-７３８０
０４６６-２３-６７５３
藤沢市朝日町5-12
０４６３-２２-２７１１

◎公共職業訓練 委託訓練
・託児サービス付き訓練科
・eラーニングコース
東部総合職業技術校二俣川支所

０４５-３６３-１９９２

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/xy2/training/itaku_k.html
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おもちゃにも“病院”があるって、
ご存じでしたか？
日本おもちゃ病院協会
こわれた「おもちゃ」を原則無料で修理し、新しい生命を与えることに

価値を見出し、生きがいを感じているボランティアグループ。1996年
に全国組織化し、1000人を超す“おもちゃドクター”が登録されてい
る。協会会員の“おもちゃドクター”は全国でおもちゃ病院を開設して
いる。

藤沢では−−
◎湘南台おもちゃ病院

藤沢市桐原町23-1

毎月第４(土) 10時～15時（受付は14時まで） 申し込み不要
リサイクルプラザ藤沢環境啓発施設3階 小会議室
問／大原さん［携帯電話］070-5587-5951

★協会登録以外−−
◎村岡おもちゃの病院（村岡公民館）
毎月第1(日) 13時30分～15時半 村岡公民館
問／村岡公民館 0466-23-0634
こわれたおもちゃを持参。修理費は無料。材料費の実費がかかることや
中には修理のできないものもある。どなたでも利用可。

◎おもちゃの病院（鵠沼探求クラブ・鵠沼公民館共催）
原則毎月第2・4(日) 13時～16時 鵠沼公民館第３談話室
問／鵠沼公民館0466-33-2002
修理費は無料。電池・モーター・スピーカー等を交換した場合の部品代
等は実費。
ほかの地区でも開催あり。詳細は広報「ふじさわ」で。

◎Web おもちゃ クリニック（院長：長ﾁｮｳ凡ﾋﾛｼ）
｢電子メール」と「宅配便」を利用した「おもちゃの病院」。輸送期間を
含め、１週間以内に退院できる。治療費は無料。

Ｅメール＝ choobonn@poplar.ocn.ne.jp
http://www.web-toy-clinic.server-shared.com
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産

産みたい！〜地域の病院・助産院〜

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

みたい

大きな病院？
立会い出産？

自分のお産スタイル
みつけてみよう

助産院

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

病院

■湘南鵠沼産婦人科（片瀬）

フリースタイル
出産？

Tel:0466-55-0070

■愛児レディースクリニック（遠藤）
Tel:0466-89-0055

■桜林産婦人科医院（藤沢駅北口）
Tel:0466-22-2222

■吉田クリニック（大庭）
Tel:0466-88-1103

■メディカルパーク湘南（湘南台）
Tel:050-5577-9702

■宮川医院（本鵠沼）
Tel:0466-22-5915

■藤沢市民病院
Tel:0466-25-3111 ※医療機関からの紹介状が必要

■湘南藤沢徳州会病院（辻堂）
Tel:0466-35-1177

■湘南鎌倉総合病院（鎌倉市岡本）
Tel:0467-46-1717

■湘南鎌倉バースクリニック（鎌倉市山崎）
Tel:0467-45-4103

■井本助産院（渡内）
Tel:0466-25-8709

■齋藤助産院（茅ヶ崎市芹沢）
Tel:0467-54-8841

■湘南助産師会〜齋藤助産院内
Tel:0467-54-8841

＊詳細は各所にお問い合わせください。
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湘南ふじさわ子育て応援メッセは、
イオン「幸せの黄色いレシートキャンペーン」
に登録しています。
幸せの黄色いレシートキャンペーン−−
じぶんの買い物でだれかを幸せにするしくみ（サポートを必要として
いるボランティア団体と応援したいという気持ちを結ぶ取り組み）で
す。イオンではこの「幸せの黄色いレシート」キャンペーンを、２０
０１年から毎月11日*のイオンデーに実施しています。
*3月は９･10･11日に東北の被災地の子どもたちを応援
応援したいボランティア団体を選んでレシートを投函すると、買い上
げ額合計の１％と同額の品物をイオンがその団体に寄贈します。

〈参加方法〉
①レジでの精算時に黄色いレシートをもらう
②もらった黄色いレシートを地域のボランティア団体名の書かれた専
用ボックスに投函する
③レシート総額の１％分の品物をイオンが団体に寄贈する

ライフタウンのイオンでお買い物をした時、
黄色いレシートを受け取ったら、
ぜひ「湘南ふじさわ子育て応援メッセ」のボックスに
投函してください！
みなさまのご支援をお待ちしています。
◎イオン藤沢店 8時～23時
藤沢市大庭5061-2

0466-88-4111
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