
子育てに役立つ
情報を提供
しています

支援センターの利用時間や利用方法などについて新型コロナウイルス感染防止のため変更する
可能性があります。変更する場合はウェブサイト「大きくなーれ．プラス」でお知らせします。

□問 	各児童館
※	混雑を避けるため、来館前の
ご連絡をお願いしています。

みかんちゃん

□時 	10時30分～11時30分　
□対 	町内在住の乳幼児、保護者
□申 	以下の行事はすべて事前予約（1週間前から受付可）が必要です。
	 電話で各児童館にご連絡ください。
※	みかんちゃんで撮影した写真は、町の広報誌・ホームページなどに
掲載することがあります。ご了承ください。

日にち 内容 場所 電話
11月 8日㊋ 親子deリトミック（佐々野千恵先生） ひだまりひろば（上長与児童館）☎887-2616
11月11日㊎ しゃぼん玉で遊ぼう にじいろひろば（長与南児童館）☎883-3996
11月14日㊊ 小麦粉ねんどで遊ぼう ふわりひろば（長与北児童館）☎887-3319
11月17日㊍ 小麦粉ねんどで遊ぼう（育児相談あり） すまいるひろば（長与児童館）☎883-6399
11月22日㊋ 小麦粉ねんどで遊ぼう ひだまりひろば（上長与児童館）☎887-2616

11月24日㊍ お魚つり遊び＋ハッピータイム
（10・11月生まれさんお祝い） すまいるひろば（長与児童館）☎883-6399

11月25日㊎ ベビーマッサージ（小鶴由里子先生） にじいろひろば（長与南児童館）☎883-3996
11月28日㊊ 親子ふれあいストレッチ（石井涼香先生） ふわりひろば（長与北児童館）☎887-3319
12月 1日㊍ クリスマス飾りをつくろう すまいるひろば（長与児童館）☎883-6399
12月 5日㊊ 羊毛せっけんをつくろう ふわりひろば（長与北児童館）☎887-3319
12月 6日㊋ パステルアートでクリスマス（近藤美智子先生） ひだまりひろば（上長与児童館）☎887-2616
12月 9日㊎ クリスマスを楽しもう にじいろひろば（長与南児童館）☎883-3996
12月12日㊊ クリスマス飾りを作ろう（育児相談あり） ふわりひろば（長与北児童館）☎887-3319

つばさデー
　同じ年齢の親子が集まる場です。親子でお友だち
を増やしませんか？
□時 	10時～12時30分
□申 	電話で申込み　　□〆 	申込期間	開催日の 8日前～

日にち 内容 対象

11月15日㊋ 2 歳以上あつまれ！「さわって遊ぼう」
～ひばり学級の発達支援スタッフと一緒に～

2 歳以上～就園する
までの親子

11月22日㊋ 気ママにあつまれ！ ママ対象。子連れでも
おひとりでもどうぞ。

11月29日㊋ 1歳児あつまれ！
「産後ピラティス」（HARUKA先生）

13か月ごろ～ 2 歳未
満の親子

12月 6日㊋ 0 歳児あつまれ！
「タッチケア」（石本里美先生） 12か月ごろまでの親子

12月13日㊋ 2 歳以上あつまれ！
「クリスマスを楽しもう」

2 歳以上〜就園する
までの親子

エンジェルプログラム
　赤ちゃんとママのための 3回連
続の講座です。子育て相談専門員
や栄養士、児童厚生員が笑顔の子
育てを応援します。
□時 	12月 1日㊍、8日㊍、15日㊍
	 各日10時30分～11時30分
　		（ 3回連続プログラム）
□対 	町内在住で、講座開始時におおむ
ね 6か月から12か月の乳児とお
母さん。3回とも参加できる方。
□定 	5 組程度（参加の可否は後日ご
連絡します）
□申電話またはフォームから申込み
□〆 11月 9日㊌

ふわりひろば（長与北児童館）（☎887-3319） すまいるひろば（長与児童館）（☎883-6399）

にじいろひろば（長与南児童館）（☎883-3996）	 ひだまりひろば（上長与児童館）（☎887-2616）

月曜日～金曜日10時～12時・13時30分～14時30分
土曜日10時～12時

月曜日～金曜日10時～12時・13時30分～15時
土曜日10時～12時

つばさひろば（高田児童館）　☎857-4500

火曜日・木曜日10時～12時30分、土曜日10時～12時

▲じどうかん

▲すまいるひろば「ハッピータイム」

▲つばさひろば
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子育てに役立つ
情報を提供
しています

支援センターの利用時間や利用方法などについて新型コロナウイルス感染防止のため変更する
可能性があります。変更する場合はウェブサイト「大きくなーれ．プラス」でお知らせします。

おひさまひろば

親子で自由に集えるあそびの広場　子育て支援センター
（ほほえみの家内）　☎855-8551

救命救急法を学ぼう！ 産後のママ達へ☆☆
はじめのはじめのいっぽぷち□時 	12月 5日㊊10時～12時　□所 	健康センター 4 F

□対 	町内在住、未就学児の保護者
	 ※お子さんも一緒に参加できます。
□内 	日本赤十字社　樺山先生に救急救命法について教えてい
ただきます。思いがけない病気やケガが起こった時の対応
を知っておくことで、子育てに役立てましょう。

□講 	樺山　智子氏（日本赤十字社）　□定 	 10組程度
□〆 	11月28日㊊12時（応募多数の場合抽選、当落電話連絡）
	 ZOOM視聴できます。参加は自由です。
　		（9時50分～入室可能）
	 ZoomID:97138810182　パスコード：832550

□時 	12月 9日㊎・14日㊌・23日㊎
	 10時30分～12時30分
	 ※ 3週連続講座
□内 	わらべうた、ベビーマッサージ、おしゃべり会
□所 	健康センター 4 F
　（14日のみふれあいセンター1F和室）
□定 	6組程度
□対 	第 1子2か月～おおむね5か月の赤ちゃんとその母親
□〆 	11月22日㊋12時
　（応募多数の場合抽選、当落電話連絡）

□時 	月曜日～金曜日10時～12時・13時～16時（土日祝日、お盆、年末年始休み）
□対 	町内在住のおおむね生後 2か月～就学前の子ども、保護者、妊婦の方　　□料無料
□他 	来館の際は、おひさまひろばに必ずお電話にてご確認のうえお越しください。

▼講座はすべて予約が必要です。（講座申込受付時間：月曜日～金曜日9 時～17時（土日祝日、お盆、年末年始休み））
講座名 日時 内容など

ツインズパーク 11月30日㊌10時～ 双子・三つ子ちゃんの交流会　※駐車場お迎え有り

にこにこ相談 12月 7日㊌10時～・
11時10分～・13時30分～ 臨床心理士による1時間個別相談・託児あり

日曜日あいてマース♪ 12月11日㊐10時～11時30分 □申 	11月15日㊋～　□定 	15人程度（先着順）
絵本の日 11月28日㊊11時30分～ 手遊び・絵本の読み語り

わらべうたの日 12月12日㊊11時30分～ 親子わらべうた

妊娠期のママたちへ☆
マタニティカフェ

11月16日㊌・12月21日㊌
12時15分～13時45分

妊娠中の母親の交流会・助産師さんからのアドバイス
※11月16日は、マタニティフィットネス
□定 	 5 組（先着順）兄弟のお子様も一緒に参加できます

産後のママたちへ☆
声オン

〜オンライン産後ママトーク〜
（生後 2 か月までのママと赤ちゃん）

11月16日㊌・12月21日㊌
11時20分～12時
（自由参加）

Zoomでの子育てについてのおしゃべり会。カメラオフなので、
聞くだけでもOK!みんなで、悩みや不安をシェアしましょう。
助産師さんや先輩ママのアドバイスも聞けますよ！
ZoomID:994	157	4595　パスコード：ohisama

おひさまの日 11月24日㊍15時～ ふれあい遊びとママトークなど

げんきっこひろば
12月 2日㊎
①13時30分～14時25分
②14時35分～15時25分

ひばり学級とおひさまひろばでの自由遊び
□定 	①②各 5組程度
□〆 	11月25日㊎12時
　		（応募多数の場合抽選・当落電話連絡）
	 ※申込み・受付：おひさまひろば

Birthday　Photo　booth
（バースデー フォトブース） 12月 8日㊍10時～12時

□対 	12月お誕生日、ハーフバースデーの未就学児とその保護者
□〆 	12月 1日㊍12時（応募多数の場合抽選・当落電話連絡）
□定 	 5 枠（ 1組撮影時間20分）

HOTほっとタイム
〜心と身体の深呼吸ヨガ〜

12月13日㊋
12時15分～13時15分

心も身体もゆったりゆるめてリフレッシュしましょう♪
□〆 	12月 6日㊋12時（応募多数の場合抽選・当落電話連絡）
□定 	 5 組程度
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子育てに役立つ
情報を提供
しています

支援センターの利用時間や利用方法などについて新型コロナウイルス感染防止のため変更する
可能性があります。変更する場合はウェブサイト「大きくなーれ．プラス」でお知らせします。

□問 	各児童館
※	混雑を避けるため、来館前の
ご連絡をお願いしています。

みかんちゃん

□時 	10時30分～11時30分　
□対 	町内在住の乳幼児、保護者
□申 	以下の行事はすべて事前予約（1週間前から受付可）が必要です。
	 電話で各児童館にご連絡ください。
※	みかんちゃんで撮影した写真は、町の広報誌・ホームページなどに
掲載することがあります。ご了承ください。

日にち 内容 場所 電話
11月 8日㊋ 親子deリトミック（佐々野千恵先生） ひだまりひろば（上長与児童館）☎887-2616
11月11日㊎ しゃぼん玉で遊ぼう にじいろひろば（長与南児童館）☎883-3996
11月14日㊊ 小麦粉ねんどで遊ぼう ふわりひろば（長与北児童館）☎887-3319
11月17日㊍ 小麦粉ねんどで遊ぼう（育児相談あり） すまいるひろば（長与児童館）☎883-6399
11月22日㊋ 小麦粉ねんどで遊ぼう ひだまりひろば（上長与児童館）☎887-2616

11月24日㊍ お魚つり遊び＋ハッピータイム
（10・11月生まれさんお祝い） すまいるひろば（長与児童館）☎883-6399

11月25日㊎ ベビーマッサージ（小鶴由里子先生） にじいろひろば（長与南児童館）☎883-3996
11月28日㊊ 親子ふれあいストレッチ（石井涼香先生） ふわりひろば（長与北児童館）☎887-3319
12月 1日㊍ クリスマス飾りをつくろう すまいるひろば（長与児童館）☎883-6399
12月 5日㊊ 羊毛せっけんをつくろう ふわりひろば（長与北児童館）☎887-3319
12月 6日㊋ パステルアートでクリスマス（近藤美智子先生） ひだまりひろば（上長与児童館）☎887-2616
12月 9日㊎ クリスマスを楽しもう にじいろひろば（長与南児童館）☎883-3996
12月12日㊊ クリスマス飾りを作ろう（育児相談あり） ふわりひろば（長与北児童館）☎887-3319

つばさデー
　同じ年齢の親子が集まる場です。親子でお友だち
を増やしませんか？
□時 	10時～12時30分
□申 	電話で申込み　　□〆 	申込期間	開催日の 8日前～

日にち 内容 対象

11月15日㊋ 2 歳以上あつまれ！「さわって遊ぼう」
～ひばり学級の発達支援スタッフと一緒に～

2 歳以上～就園する
までの親子

11月22日㊋ 気ママにあつまれ！ ママ対象。子連れでも
おひとりでもどうぞ。

11月29日㊋ 1歳児あつまれ！
「産後ピラティス」（HARUKA先生）

13か月ごろ～ 2 歳未
満の親子

12月 6日㊋ 0 歳児あつまれ！
「タッチケア」（石本里美先生） 12か月ごろまでの親子

12月13日㊋ 2 歳以上あつまれ！
「クリスマスを楽しもう」

2 歳以上〜就園する
までの親子

エンジェルプログラム
　赤ちゃんとママのための 3回連
続の講座です。子育て相談専門員
や栄養士、児童厚生員が笑顔の子
育てを応援します。
□時 	12月 1日㊍、8日㊍、15日㊍
	 各日10時30分～11時30分
　		（ 3回連続プログラム）
□対 	町内在住で、講座開始時におおむ
ね 6か月から12か月の乳児とお
母さん。3回とも参加できる方。
□定 	5 組程度（参加の可否は後日ご
連絡します）
□申電話またはフォームから申込み
□〆 11月 9日㊌

ふわりひろば（長与北児童館）（☎887-3319） すまいるひろば（長与児童館）（☎883-6399）

にじいろひろば（長与南児童館）（☎883-3996）	 ひだまりひろば（上長与児童館）（☎887-2616）

月曜日～金曜日10時～12時・13時30分～14時30分
土曜日10時～12時

月曜日～金曜日10時～12時・13時30分～15時
土曜日10時～12時

つばさひろば（高田児童館）　☎857-4500

火曜日・木曜日10時～12時30分、土曜日10時～12時

▲じどうかん

▲すまいるひろば「ハッピータイム」

▲つばさひろば
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子育てに役立つ
情報を提供
しています

支援センターの利用時間や利用方法などについて新型コロナウイルス感染防止のため変更する
可能性があります。変更する場合はウェブサイト「大きくなーれ．プラス」でお知らせします。

おひさまひろば

親子で自由に集えるあそびの広場　子育て支援センター
（ほほえみの家内）　☎855-8551

救命救急法を学ぼう！ 産後のママ達へ☆☆
はじめのはじめのいっぽぷち□時 	12月 5日㊊10時～12時　□所 	健康センター 4 F

□対 	町内在住、未就学児の保護者
	 ※お子さんも一緒に参加できます。
□内 	日本赤十字社　樺山先生に救急救命法について教えてい
ただきます。思いがけない病気やケガが起こった時の対応
を知っておくことで、子育てに役立てましょう。

□講 	樺山　智子氏（日本赤十字社）　□定 	 10組程度
□〆 	11月28日㊊12時（応募多数の場合抽選、当落電話連絡）
	 ZOOM視聴できます。参加は自由です。
　		（9時50分～入室可能）
	 ZoomID:97138810182　パスコード：832550

□時 	12月 9日㊎・14日㊌・23日㊎
	 10時30分～12時30分
	 ※ 3週連続講座
□内 	わらべうた、ベビーマッサージ、おしゃべり会
□所 	健康センター 4 F
　（14日のみふれあいセンター1F和室）
□定 	6組程度
□対 	第 1子2か月～おおむね5か月の赤ちゃんとその母親
□〆 	11月22日㊋12時
　（応募多数の場合抽選、当落電話連絡）

□時 	月曜日～金曜日10時～12時・13時～16時（土日祝日、お盆、年末年始休み）
□対 	町内在住のおおむね生後 2か月～就学前の子ども、保護者、妊婦の方　　□料無料
□他 	来館の際は、おひさまひろばに必ずお電話にてご確認のうえお越しください。

▼講座はすべて予約が必要です。（講座申込受付時間：月曜日～金曜日9 時～17時（土日祝日、お盆、年末年始休み））
講座名 日時 内容など

ツインズパーク 11月30日㊌10時～ 双子・三つ子ちゃんの交流会　※駐車場お迎え有り

にこにこ相談 12月 7日㊌10時～・
11時10分～・13時30分～ 臨床心理士による1時間個別相談・託児あり

日曜日あいてマース♪ 12月11日㊐10時～11時30分 □申 	11月15日㊋～　□定 	15人程度（先着順）
絵本の日 11月28日㊊11時30分～ 手遊び・絵本の読み語り

わらべうたの日 12月12日㊊11時30分～ 親子わらべうた

妊娠期のママたちへ☆
マタニティカフェ

11月16日㊌・12月21日㊌
12時15分～13時45分

妊娠中の母親の交流会・助産師さんからのアドバイス
※11月16日は、マタニティフィットネス
□定 	 5 組（先着順）兄弟のお子様も一緒に参加できます

産後のママたちへ☆
声オン

〜オンライン産後ママトーク〜
（生後 2 か月までのママと赤ちゃん）

11月16日㊌・12月21日㊌
11時20分～12時
（自由参加）

Zoomでの子育てについてのおしゃべり会。カメラオフなので、
聞くだけでもOK!みんなで、悩みや不安をシェアしましょう。
助産師さんや先輩ママのアドバイスも聞けますよ！
ZoomID:994	157	4595　パスコード：ohisama

おひさまの日 11月24日㊍15時～ ふれあい遊びとママトークなど

げんきっこひろば
12月 2日㊎
①13時30分～14時25分
②14時35分～15時25分

ひばり学級とおひさまひろばでの自由遊び
□定 	①②各 5組程度
□〆 	11月25日㊎12時
　		（応募多数の場合抽選・当落電話連絡）
	 ※申込み・受付：おひさまひろば

Birthday　Photo　booth
（バースデー フォトブース） 12月 8日㊍10時～12時

□対 	12月お誕生日、ハーフバースデーの未就学児とその保護者
□〆 	12月 1日㊍12時（応募多数の場合抽選・当落電話連絡）
□定 	 5 枠（ 1組撮影時間20分）

HOTほっとタイム
〜心と身体の深呼吸ヨガ〜

12月13日㊋
12時15分～13時15分

心も身体もゆったりゆるめてリフレッシュしましょう♪
□〆 	12月 6日㊋12時（応募多数の場合抽選・当落電話連絡）
□定 	 5 組程度
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No.355

　お子さんの年齢や興味に合わせて、感触、
音などを楽しめるものを選びましょう。
　指先を使って遊ぶ事で、脳の活性化や成
長にも役立ちます。
　他にも保育園では、日常のいろんな道具
を使った玩具が大人気です♪

❶手が触れた時や転んだ時に有孔ボードの角が
危険にならないように布やテープで保護する。
❷有孔ボードにお子さんの興味のある物（写真を
参考にしてみてください）を結束バンドや強力
接着テープ等でしっかり接着する。
❸出来上がったボードを好きな場所に固定する。

手作りおもちゃで遊ぼう！
（ビジーボード）

文責 高田保育所

作り方

マジックテープを
使って…
マジックテープを
使って…

おしりナップの
蓋を使って…
おしりナップの
蓋を使って…

ベル

鈴

メジャー

鏡

電卓
スポンジ

□問長与町子育て世代包括支援センター（こども政策課内）　☎801－5881
11月は児童虐待防止推進月間です

【令和 3年度　相談件数（長与町）】
　児童虐待相談…16件
　その他相談　…235件
		（養護相談・保健相談・障害相談・非行相談など）

◆子育てをしていて不安に思ったり、ストレスを感じていませんか？
　子育てをしていると、誰でもわからないことや不安なこと、
悩み事が出てきます。そんな時は一人で悩まないでください。
あなたの身近なところに子育てを助けてくれる人、話を聞いて
くれる人がいます。相談できる場所がたくさんあります。

悩んでいる方は「子育て世代包括支援センター」
（役場こども政策課）へご相談ください
助産師、保健師など専門職が対応します。

◆「しつけ」と「虐待」はどう違う？
　「児童のしつけに際して体罰を加えてはならない」と法に明記されています。これ
は、子育て中の保護者を見張り、罰するのではなく、「子育て中の保護者に対する
支援を社会全体で取り組んでいく」ことを目的としています。
　子どもの成長や発達段階に応じて、基本的な生活習慣や社会のルール・マナー
などを身に着けさせることが「しつけ」です。「しつけ」のつもりでも、子どもにとっ
て有害ならば「虐待」になります。しつけが「マルトリートメント（不適切な養育）」
とならないよう、保護者がその危険性や対応法について知る機会を持ちましょう。

【親子の遊び場・お友達づくり】
子育て支援センター・児童館

【お預かり】
一時預かり、ファミリーサポートセンター、子育
て短期支援事業（短期入所、夜間養護など）

【情報提供】
子育てガイドブック『大きくな～れ！』、
結婚・子育て応援サイト『大きくな～れ.プラス』

虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。
あなたの1本のお電話で救われる子どもがいます。

子どもを健やかに
はぐくむために
～愛の鞭ゼロ作戦～

連絡は匿名で行うことも可能
です。連絡者や連絡内容に
関する秘密は守られます。

児童相談所
全国共通

３桁ダイヤル３桁ダイヤル

いち はや く

1 8 9

詳しくは
◀︎こちら
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　指先を使って遊ぶ事で、脳の活性化や成
長にも役立ちます。
　他にも保育園では、日常のいろんな道具
を使った玩具が大人気です♪

❶手が触れた時や転んだ時に有孔ボードの角が
危険にならないように布やテープで保護する。
❷有孔ボードにお子さんの興味のある物（写真を
参考にしてみてください）を結束バンドや強力
接着テープ等でしっかり接着する。
❸出来上がったボードを好きな場所に固定する。

手作りおもちゃで遊ぼう！
（ビジーボード）

文責 高田保育所
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マジックテープを
使って…
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おしりナップの
蓋を使って…
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□問こども政策課母子保健係　☎ 801-5881
子育て支援自主サークル

※祝日は原則休み。新型コロナウイルス感染防止のため、中止する場合があります。
日　　時 場　　所 対　　象

さくらんぼ 第1～3月曜日	10時30分～12時 嬉里中央自主防災センター 0歳～就園前の子ども、保護者

つくしんぼ 第 2 水曜日　10時～11時30分 サニータウン南公民館 1歳～就園前の子ども、保護者

ぴよぴよくらぶ
第 1木曜日　10時～11時30分
※11月はお休み

井手本自主防災センター

0歳児、保護者さくらクラブ 第 1金曜日　10時～11時30分 長与町公民館 2階和室

こっこくらぶ 第 3木曜日　10時～11時30分 北陽台公民館

□申・□問こども政策課子育て支援係　☎801－5886
令和 5年度　保育所などの利用申込み受付について

□対 		小学校就学前のお子さんで、保護者のいずれもが｢仕
事をしている｣｢出産の前後である｣｢入院加療が必要
である｣など、保育所などでの保育を必要とする方

□申 	申込書類配布	11月17日㊍～
	 配布・受付場所（対応時間）
	 こども政策課（平日9 時～12時、13時～17時）
□〆 	受付期間	12月1日㊍～28日㊌（平日のみ）　

□他 	・	保育の利用は、先着順ではありません。申込状
況や利用定員、保育の必要性などにより、利用
をお待ちいただく場合がありますので、ご了承く
ださい。

	 ・	すでに令和 4 年度の利用申込みをされており、
空き待ちなどで利用できていない方についても、
新たに令和 5年度の利用申込みが必要です。

▼長与町内各保育所・認定こども園のご案内（開所時間：7時～19時　※あやめ幼稚園のみ7時30分～18時30分）
施設名 設置主体 所在地 定員 対象年齢

高 田 保 育 所 ☎856-2333 長　与　町 高田郷2047- 3（ふれあいセンター付近） 90人 3か月以上児

長 与 保 育 園 ☎883-2538

社会福祉法人みのり会

嬉里郷675（長与町役場付近） 150人

5か月以上児

め ぐ み 保 育 園 ☎883-3466 吉無田郷2030-10（長与駅付近） 160人

の ぞ み 保 育 園 ☎883-1040 三根郷53-100（長与ニュータウン内） 70人

わ か ば 保 育 園 ☎883-4906 嬉里郷1142- 1（じげもん長与付近） 160人

道 の 尾 保 育 園 ☎856-0970 高田郷83- 5（道の尾駅付近） 120人

あじさい保育園 ☎883-8853 社会福祉法人野の花会 吉無田郷1221-155（サニータウン内） 90人 3か月以上児

ひ か り 保 育 園 ☎883-8855 社会福祉法人宝子会 岡郷3049-39（堂崎公園内） 53人 3か月以上児

おおとり保育園 ☎883-7747 社会福祉法人髙月会 北陽台1 - 3 - 1（ヴューテラス北陽台内） 80人 5か月以上児

上長与こども園 ☎883-4035 学校法人上長与学園 吉無田郷1489-94（長与ニュータウン内） 90人 6か月以上児

認定こども園あやめ幼稚園 ☎883-2647 学 校 法 人 西 成 学 園 嬉里郷855（マルキョウ長与店裏） 60人 6か月以上児

※延長保育については、各施設へお問合せください。

※	新型コロナウイルス感染防止のため、内容を変
更もしくは中止する場合があります。

マタニティクッキング

□申・□問こども政策課母子保健係　☎801－5881
□時 	12月 9日㊎10時～12時
□所 	ふれあいセンター1階　和室・調理室
□内 	栄養士による妊娠中の食事に関する講話
	 保健師による産後サポートに関する講話
	 	ミニキッチン（ごはん、簡単かに豆腐、南瓜の和風
サラダ、離乳食づくり）

□定 	先着 6人程度
□料 	200円
□〆 	12月1日㊍
□他 	次回は、令和 5年 2月10日予定

ヤングケアラー相談窓口について

　「ヤングケアラー」とは、本来大人が担うと想定され
ているような家事や家族の世話などを日常的に行って
いる子どものこと。責任や負担の重さにより、学業や
友人関係に影響が出てしまうことがあります。家族の
ことや自分のことで悩んでいたら相談してください。

長崎県ヤングケアラー
総合相談窓口（LINE）
☎893-6266

厚生労働省特設HP（相談先紹介）
https://www.mhlw.go.jp/
young-carer/
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