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就園前のお子さん

とそのご家族が 

ご利用できます！

 子育て支援センター 

にこにこ・たんぽぽで

は、土・日曜日に「子

育て交流サロン」を開

所しています。パパ・

ママと一緒に 遊びに 

来てね！ 

ふれあい遊びや季節 

の行事を取り入れて 

います。 

たくさんの人と出会い

友達ができるよ。 

専任の保育士が常駐し

ています。お気軽に声

をおかけください。 

子育て支援センター

   なぁ～に？

保育サポーターがお子さんをお預かりします。

◎こんな時に利用できます。

◎料金

◎対象

申し込みとお問合せ

○子育て支援センター「あっぷる」

○福光児童館「きっずらんど」

利用申込みや料金は

基本的に不要ですが、

活動によっては必要

なものもあります。

安心して遊べるところ

です。いろいろな玩具

や遊具、楽しい絵本も

あるよ！ 

子育ての喜びや悩

みを、一緒に分か

ち合いましょう。 

一人で 

 悩まないでね。 

妊婦さんも遊びに 

来てね。 

これからの育児のヒント

が、きっとありますよ。

子育て支援センターって

に？

「ファミリー・サポート・センター」

保育サポーターがお子さんをお預かりします。

◎こんな時に利用できます。

・外出や通院、看病        ・残業や一時的な就労

・保育施設開始前、終了後の預かり ・保育施設までの送迎

・保育施設や学校等の休業時    ・児童の習い事等の送迎

・冠婚葬祭や他の行事       ・育児補助

◎料金 1時間600円 

◎対象 市内に住んでいる人、又は通勤している人

概ね４カ月～小学６年生までのお子さん

申し込みとお問合せ

○子育て支援センター「あっぷる」 TEL 0763

○福光児童館「きっずらんど」 TEL 0763

「とやまっ子 子育て応援券」 

有効期限は３年間です。３歳の誕生日の前日までにご利用ください

◎対象サービス 
 ・子どもの一時預かり、送迎     ・病後児保育
・産前産後の世話等の家事      ・任意予防接種
・読み聞かせ絵本の購入       ・乳児健康診査
・母乳相談、母乳マッサージ     ・フッ素塗布
・乳児の沐浴指導          ・ファミリー・サポート
・県内公共施設等の利用       ・産後ケアサービス

お問合せ 

○南砺市教育委員会こども課

子育て支援係

○各行政センター

「すこやか親子支援センター」

母子保健コーディネーターである地区担当保健師が、安心して出産や

子育てができるよう、妊娠・出産から子育て期の様々な不安や悩みにつ

いて継続した相談・支援を行っています。 

お住まいの地域  

○福野･井波･井口地域 健康課保健係（地域包括ｹｱｾﾝﾀｰ内

○城端･福光地域    福光保健センター

○平･上平･利賀地域  平保健センター  
※不在時は福光保健センターに転送されます。

子育てのお手伝い

「ファミリー・サポート・センター」

・残業や一時的な就労

・保育施設までの送迎

・児童の習い事等の送迎

・育児補助 など

市内に住んでいる人、又は通勤している人

概ね４カ月～小学６年生までのお子さん

TEL 0763-22-8722 

TEL 0763-52-8200 

です。３歳の誕生日の前日までにご利用ください。

・病後児保育
・任意予防接種
乳児健康診査

・フッ素塗布
・ファミリー・サポート
・産後ケアサービス

南砺市教育委員会こども課（井波庁舎内）

子育て支援係 0763-23-2010 

○各行政センター

子育て応援券は

1枚500円として

ご利用できます 

「すこやか親子支援センター」

母子保健コーディネーターである地区担当保健師が、安心して出産や

子育てができるよう、妊娠・出産から子育て期の様々な不安や悩みにつ

（地域包括ｹｱｾﾝﾀｰ内）0763-23-2027

0763-52-1767

 0763-66-8026
※不在時は福光保健センターに転送されます。

子育てのお手伝い

南砺市 

平成３1年4月現在

遊びにきてね！遊びにきてね！



南砺市は、妊娠・出産・子育てまで、継続したサポートを行っています。
皆さん、ぜひ、お気軽にご利用ください。お待ちしています

南砺市立 

子育て支援センター「コスモス」

 （福光南部あおぞら保育園併設） 

  開所時間  9:00～12:00 

             13:00～15:00 

 開所日    月～金曜日 

      （土・日・祝日・年末年始を除く）

      南砺市小坂６９４－８  

TEL  0763-52-7672 FAX  0763

 南砺市立 

子育て支援センター「なかよし広場」

     （山野保育園内） 

 開所時間  9:00～12:00 

             13:00～15:00 

 開所日    月～金曜日 

        （土・日・祝日・年末年始を除く）

       南砺市岩屋１５５  

 TEL ０763-82-1356  FAX  0763

 南砺市立 

子育て支援センター「にこにこ」

（福光どんぐり保育園併設） 

 開所時間  9:00～12:00 

             13:00～15:00 

 開所日    月～日曜日 

        （祝日・年末年始を除く）

     南砺市福光３８１－１ 

 TEL  0763-52-6703   FAX  0763

南砺市立 

子育て支援センター 「きらきら」

(認定こども園井波にじいろ保育園併設）

 開所時間  9:00～12:00 

             13:00～15:00 

 開所日    月～金曜日 

      （土・日・祝日・年末年始を除く） 

       南砺市山見２０００－１４ 

 TEL  0763-82-7812  FAX  0763

南砺市は、妊娠・出産・子育てまで、継続したサポートを行っています。
皆さん、ぜひ、お気軽にご利用ください。お待ちしています

FAX  0763-52-7671 

「なかよし広場」

FAX  0763-82-1356 

FAX  0763-52-6703 

認定こども園井波にじいろ保育園併設）

FAX  0763-82-7812 

土曜日・日曜日 開所

検索

検索

南砺市は、妊娠・出産・子育てまで、継続したサポートを行っています。
皆さん、ぜひ、お気軽にご利用ください。お待ちしています!!

子育て講座

・親子リトミック
・ベビーマッサージ
・親子スイミング

親子の触れ合いの時間

を大切にします。

親子交流

・誕生会・運動会 
 ・ひな祭り・七夕会 
 ・クリスマス会 など

子育てが楽しくなる 

行事がありますよ！

地域支援活動

交流センターなどへ出向

き、遊びを通して地域の絆

を深めるお手伝いをし 

 ます。 

毎月の行事は「広報なんと」にも掲載しています。

南砺市子育て支援センター

喜志麻保育園

www.city.nanto.toyama.jp

 www.ans.co.jp／n／kijima／

様々な活動を通して､一緒に楽しく

子育てをしましょう！

検索

子育て支援センター

（城端さくら保育園併設）

開所時間

開所日

TEL  0763

子育て支援センター

開所時間

開所日

TEL  0763

子育て支援センター

（福野おひさま保育園併設）

開所時間

開所日

TEL  0763

子育て支援センター

（福光東部かがやき保育園併設）

開所時間

開所日

TEL  0763

社会福祉法人喜志麻児童福祉会

子育て支援センタ

開所時間

開所日

TEL  0763

南砺市は、妊娠・出産・子育てまで、継続したサポートを行っています。

子育て講座

・ベビーマッサージ
など 

親子の触れ合いの時間

子育て相談

子育てについて何でもご相

談ください。看護師、保健

師、栄養士、言語聴覚士 

などによる相談会もあり 

ます。 

情報提供

子育てに関するいろいろ

な情報を、分かりやすくお

知らせしています。 

毎月の行事は「広報なんと」にも掲載しています。

＞トップ＞お知らせ

／＞トップ＞特別保育

様々な活動を通して､一緒に楽しく

南砺市立

子育て支援センター「さくらんぼ」

（城端さくら保育園併設）

開所時間  9:00～12:00 

13:00～15:00 

開所日     月～金曜日 

  （土・日・祝日・年末年始を除く）

  南砺市理休２４０  

TEL  0763-62-7305  FAX  0763-62

南砺市立 

子育て支援センター「たんぽぽ」

（福野ひまわり保育園併設）

開所時間  9:00～12:00 

13:00～15:00 

開所日   月～日曜日 

 （祝日・年末年始を除く）

南砺市百町１０１－１  

TEL  0763-22-8230  FAX  0763-22

南砺市立 

子育て支援センター「あっぷる」

（福野おひさま保育園併設）

開所時間  9:00～12:00 

13:00～15:00 

開所日   月～金曜日 

 （土・日・祝日・年末年始を除く）

 南砺市柴田屋２０９  

TEL  0763-22-8722  FAX  0763-22

南砺市立 

子育て支援センター「ほほえみ」

（福光東部かがやき保育園併設）

開所時間  9:00～12:00 

13:00～15:00 

開所日   月～金曜日 

  （土・日・祝日・年末年始を除く）

南砺市荒木１３０５－１  

TEL  0763-52-7322  FAX  0763-52

社会福祉法人喜志麻児童福祉会

子育て支援センター「ぴよぴよ広場」

（喜志麻保育園併設） 

開所時間  9:00～16:00 

開所日   月～土曜日 

    （日・祝日・年末年始を除く）

南砺市高宮６６３  

TEL  0763-52-4647  FAX  0763-52

土曜日・日

62-7308 

22-8229 

22-8723 

52-7322 

52-4647  

・日曜日 開所 

土曜日 開所


