










●長寿保険課（役場1階）　 823-9609　FAX.823-9627

令和4年1月の事業開始に先立ち、ポイントを付与する活動団体を募集します。
事業に参加することで団体活動の活性化や地域コミュニティの形成が期待されます。
　登録を希望される団体は、活動団体登録届出書を長寿保険課に提出してください。提出は随時
受け付けています。
活動団体登録届出書は、長寿保険課および町内各施設で配っています。また海田町ホームペー
ジからも入手することができます。
なお、事業の内容や団体登録に関する説明を個別に希望する場合や出前講座を
希望する場合は、長寿保険課に申し込んでください。

活動団体の要件
・ポイント事業の趣旨を理解し、海田町に団体登録すること。
・専用のスタンプを管理・押印できる責任者および副責任者を置くこと。
・活動の参加者（高齢者）を広く受け入れること。
・月１回以上の定期的・継続的な活動をしていること。
・暴力団でないこと。構成員に暴力団員やその関係者を含まないこと。
※ 法人格の有無は問いません。新たにグループを作って応募することも可能です。

高齢者いきいき活動ポイント事業のイメージ図

①団体登録申請

⑥スタンプ押印②スタンプ交付

⑤活動

活動団体

海田町役場
（長寿保険課）

高齢者
（65歳以上）

③手帳の申請

⑦奨励金の申請

⑧奨励金の支給

④手帳の交付

・専用のスタンプを管理・押印できる責任者および副責任者を置くこと。

※ 法人格の有無は問いません。新たにグループを作って応募することも可能です。

高齢者いきいき活動ポイント事業（団体登録）
～活動団体を募集します～
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旧海田公民館の不用物品を売却します！02
●財政課（役場3階）　 823-9201　FAX.823-9203

対象物件について
旧海田公民館の不用物品の一部を売却し
ますので、くわしくは海田町ホームページ、ま
たは財政課にて配布している「旧海田公民館
物品売払一般競争入札等実施要領」を確認し
てください。
売払物品は全て現状渡しとなります。キズ
や汚れ、一部破損がある物もあります。

入札、当日即売について
入札、当日即売を行います。現物を確認した
うえで、入札、買い受けを行ってください。
※ 郵送、電話による受け付け、入札参加は
できません。

●日時　９月25日（土）　１０時～１６時（予定）
　　　　（入場受け付けは１５時まで）
●場所　 旧海田公民館（海田町中店9番31号）

　※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、日時を延期する場合があります。

引き渡し条件について
① 全て現地で現物を確認した上で引き渡しを
行います。
② 運搬費用、その他引き渡しに係る費用など
は、全て落札者の負担となります。
③ 入札および当日即売、いずれの場合も売払
代金を一括納入後の持ち帰りになります。
　 落札物品の引き取りは、海田町が別途指定
する日までに行います。（当日即売品は当
日引き渡し）

令和２年度は、ふるさと納税として665件、合計884万7,000円のご寄附をいただきました。
皆さんの温かい気持ちに心から感謝申し上げます。
いただいた寄附金は、「新型コロナウイルス感染症対策・支援の推進」や「子どもがいきいきと
育つまちづくり」などに活用しました。

令和２年度ふるさと納税寄附実績03
●財政課（役場3階）　 823-9201　FAX.823-9203

寄附の使い道 寄附件数 寄附金額
子どもがいきいきと育つまちづくり 252件 314万3,000円

魅力づくりの推進 52件 94万5,000円
健康づくりの推進 28件 35万円
災害に強いまちづくり 86件 119万1,000円

基盤整備と都市機能が充実したまちづくり 57件 66万5,000円
災害支援金 10件 32万3,000円

新型コロナウイルス感染症対策・支援の推進 180件 223万円
合計 665件 884万7,000円

※くわしくは海田町ホームページを確認してください。
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新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯の支援のため給付
金を支給します。支給対象者の該当要件によって、申請手続が異なります。くわしくは海田町ホー
ムページで確認してください。

●支給金額　対象児童1人当たり一律5万円
●支給対象者

ひとり親世帯分
①令和3年4月分の児童扶養手当受給者
② 公的年金等受給により令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
③ 新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当受
給者と同水準となった人

ひとり親世帯
以外分

次の養育要件のいずれかに該当し、かつ所得要件のいずれかに該当する人
【養育要件】
① 令和3年4月～令和4年3月のいずれかの月分の児童手当・特別児童扶養手当受
給者
② 高校生など（平成15年4月2日～平成18年4月1日生）のみを養育している人
【所得要件】
①令和3年度住民税が非課税
② 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年1月以降に
　非課税相当の収入となった人

●申請締め切り　令和４年２月28日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金04
●こども課（役場1階）　 823-9227　FAX.823-9627

●企画課（役場3階）　☎823－9212　FAX.823－9203

　海田町ではスマートフォンやタブレット端末、パソコンに手軽に配信できる
「Catalog Pocket（カタログポケット）」を始めました。

・10カ国語（日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）、タイ語、ポルトガル語、ス
ペイン語、インドネシア語、ベトナム語）で翻訳された広報かいたや海田町のお知らせ
を読むことができます。
・音声読み上げ機能により誰にでも読みやすく伝わりやすい、最適な閲覧環境を提供す
ることができます。※ベトナム語は読むことができません。
・ポップアップ表示により、文字を拡大して読むことができます。
・一度ダウンロードした記事は、オフラインで読むことができます。

Catalog Pocket（カタポケ）はこちら→
※アプリは無料です。

　（通信料は別途かかります）
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● 接種券（クーポン券）および予約
　 受け付けに関すること
　 ９時～１７時（土・日曜日、祝日を除く）
　 海田町新型コロナウイルスワクチン接種
　 コールセンター
　 ☎８２４－２３２３　FAX.８２３－００２０

● ワクチン接種についての一般・専門的な相談に関すること
　 （土・日曜日、祝日も行います）
　 広島県（２４時間対応）  ☎５１３－２８４７
　　　　　　　　　　  FAX.２１１－３００６
　 厚生労働省（９～２１時） ☎０１２０－７６１－７７０
    　（フリーダイヤル）

問い合わせ

新型コロナウイルスワクチン接種について、海田町ホームページでもお知らせしています。

新型コロナウイルスワクチン接種
●新型コロナワクチン接種対策班　 824-2323　FAX.823-0020

ワクチンはあなたとあなたの家族の健康を守る
海田町でも、若い人の感染が増えています。また、感染力が強いため、感染者と同居あるいは
感染拡大地域との往来による感染も増えています。

「３密」を避け、マスクの着用、流水と石けんでの手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒の励行など、
感染予防対策をお願いします。

感染力の強いデルタ株などの変異株ですが、接種率の高い高齢者の感染割合は確実に減少
していることから、ワクチンは最も有効な手段の一つであるといわれています。また、感染した
場合の重症化予防に高い効果があることもわかっています。新型コロナ
ウイルスワクチン接種がまだの人は、折込チラシを確認してください。

●ワクチン接種状況
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●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

素敵なことがいっぱいの海田町。
町に溢れる「ワクワク」を毎月皆さんにお届けします！

※新型コロナウイルス感染拡大防止により、イベントを中止する場合があります。

～江戸時代の主要道路、西国街道（役場の前の通り）かいわいを散策しませんか～

西国街道・海田市ガイドの会

中高年のためのはじめてのヨーガ

●日　程　9月25日（土）
●集　合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　9月17日（金）まで

「西国街道・海田市めぐり」
旧千葉家住宅など西国街道沿いの歴史資源を回るコース

●日　程　9月18日（土）
●集　合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　9月10日（金）まで

「西国街道・東海田と瀬野川めぐり」
春日神社から瀬野川沿いに河川敷を通るコース

両コースとも
●行　程　約２時間30分　●参加費　100円（保険代、資料代）  ●定　員　先着10人
●申し込み　魅力づくり推進課へ（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）
　※５人以上の団体であれば、希望の日程でガイドができますので、相談してください。ガイド
マップは海田町ホームページから確認してください。　https://www.town.kaita.lg.jp

●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

●海田町公衆衛生推進協議会
　☎８２３－８５０３（FAX兼用）

標高約346mの「日浦山」を、地域ボランティアの案内のもと登ってみよう！

●行　程　（登り）Ａルート（下り）Ｂルート　約２時間30分
●参加費　１人100円（当日支払）
●服　装　長袖・長ズボンなど山登りに適した運動着・靴、帽子、軍手
●持ち物　タオル、飲み物、保険証など
●申し込み　電話で魅力づくり推進課へ
　　　　　　（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）

●日程　9月11日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時にＪＲ海田市駅北口
●申し込み　9月3日（金）まで

希望する日時で相談してください。
●定員　20人　●集合　ＪＲ海田市駅北口
●申し込み　希望日の１週間前まで

ガイドの会のメンバーも
募集しています。

初心者も大歓迎です！

ガイドの会
メンバー募集中です

定期
ガイド

随時
ガイド

海田里山ガイドの会

毎年好評のヨーガを今年も開催します。

●日　時　　１０月８日、10月15日、10月22日、10月29日（いずれも金曜日）
　　　　　　９時３０分～１１時
●場　所　　町民センター３階ホール
●定　員　　１５人（先着順）
●参加費　　　３００円（４回分）
●持ち物　　　タオルとバスタオル各１枚
●申し込み　１０月１日（金）までに電話で海田町公衆衛生推進協議会へ

令和３年度 背高ひまわりフォトコンテスト　作品募集中！
●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823-9234　FAX.823-9203海田町の町花、ひまわりの写真であれば、どなたでも、全国どこで撮

影した写真でも応募できます。特産品を中心とした賞品もあります！
皆さんからのたくさんの応募を待っています！

●募集内容　ひまわりを被写体にした写真。
●賞の種類　・最優秀賞、優秀賞
　　　　　　・特別賞（背高賞・町長賞・ひまわり賞・ヒマ太賞）
　　　　　　・参加賞（抽選で５０人）
●入賞発表　広報かいた１２月号、海田町ホームページにて発表。
　　　　　　別途展示会開催予定。
●応募方法　郵送、メール、インスタグラムいずれかの方法で応募。
●募集要項、応募票の入手について
　海田町ホームページを確認してください。
　(https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/35/116252.html)
　また、役場にも設置しています。
●応募締切り　９月１０日（金）１７時（必着）
　　　　　　　※くわしい応募方法は募集要項を確認してください。
●応募先　魅力づくり推進課（役場３階）
　〒736-8601　海田町上市14-18
　℡082-823-9234
メール：miryoku@town.kaita.lg.jp

昨年度最優秀賞作品　「ひまわりの子」

●海田町公衆衛生推進協議会　☎823-8503（FAX兼用）

　消費期限は「食べても安全な期限」。
　賞味期限は「おいしく食べることができる期限」。
  「賞味期限」は過ぎてもすぐ廃棄せずに食べられるかどうか、自分で判断しましょう。

消費期限と賞味期限、違いを知ってますか
～家庭から出る食品ロスを減らそう～

令和３年度海田町魅力フォトコンテスト
●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203　海田町内で撮影された自然風景やスポットのフォトコンテストを行います。

どなたでも応募でき、賞品もあります。ぜひ、応募してください。

●募集内容　海田町の自然風景やスポットで撮影した写真
●賞の種類　最優秀賞、優秀賞、特別賞(観光賞、発掘賞)、参加賞(抽選で50人)
●応募方法　郵送、メール、インスタグラムいずれかの方法で応募。
●募集要領、応募票の入手について
　海田町のホームページ上に公開しています。また、役場にも設置しています。
●締め切り　令和4年1月31日(月)(必着)
●応募先　魅力づくり推進課(役場３階)
　〒736-8601　海田町上市14-18　☎823-9234
　メール：miryoku@town.kaita.lg.jp

昨年度優秀賞作品
「輝け！ ひまわり」
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●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

素敵なことがいっぱいの海田町。
町に溢れる「ワクワク」を毎月皆さんにお届けします！

※新型コロナウイルス感染拡大防止により、イベントを中止する場合があります。

～江戸時代の主要道路、西国街道（役場の前の通り）かいわいを散策しませんか～

西国街道・海田市ガイドの会

中高年のためのはじめてのヨーガ

●日　程　9月25日（土）
●集　合　13時にJR海田市駅北口
●申し込み　9月17日（金）まで

「西国街道・海田市めぐり」
旧千葉家住宅など西国街道沿いの歴史資源を回るコース

●日　程　9月18日（土）
●集　合　9時30分にJR海田市駅北口
●申し込み　9月10日（金）まで

「西国街道・東海田と瀬野川めぐり」
春日神社から瀬野川沿いに河川敷を通るコース

両コースとも
●行　程　約２時間30分　●参加費　100円（保険代、資料代）  ●定　員　先着10人
●申し込み　魅力づくり推進課へ（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）
　※５人以上の団体であれば、希望の日程でガイドができますので、相談してください。ガイド
マップは海田町ホームページから確認してください。　https://www.town.kaita.lg.jp

●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203

●海田町公衆衛生推進協議会
　☎８２３－８５０３（FAX兼用）

標高約346mの「日浦山」を、地域ボランティアの案内のもと登ってみよう！

●行　程　（登り）Ａルート（下り）Ｂルート　約２時間30分
●参加費　１人100円（当日支払）
●服　装　長袖・長ズボンなど山登りに適した運動着・靴、帽子、軍手
●持ち物　タオル、飲み物、保険証など
●申し込み　電話で魅力づくり推進課へ
　　　　　　（８時30分～17時15分 土・日曜日、祝日を除く）

●日程　9月11日（土）
●定員　20人（先着順）
●集合　９時にＪＲ海田市駅北口
●申し込み　9月3日（金）まで

希望する日時で相談してください。
●定員　20人　●集合　ＪＲ海田市駅北口
●申し込み　希望日の１週間前まで

ガイドの会のメンバーも
募集しています。

初心者も大歓迎です！

ガイドの会
メンバー募集中です

定期
ガイド

随時
ガイド

海田里山ガイドの会

毎年好評のヨーガを今年も開催します。

●日　時　　１０月８日、10月15日、10月22日、10月29日（いずれも金曜日）
　　　　　　９時３０分～１１時
●場　所　　町民センター３階ホール
●定　員　　１５人（先着順）
●参加費　　　３００円（４回分）
●持ち物　　　タオルとバスタオル各１枚
●申し込み　１０月１日（金）までに電話で海田町公衆衛生推進協議会へ

令和３年度 背高ひまわりフォトコンテスト　作品募集中！
●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823-9234　FAX.823-9203海田町の町花、ひまわりの写真であれば、どなたでも、全国どこで撮

影した写真でも応募できます。特産品を中心とした賞品もあります！
皆さんからのたくさんの応募を待っています！

●募集内容　ひまわりを被写体にした写真。
●賞の種類　・最優秀賞、優秀賞
　　　　　　・特別賞（背高賞・町長賞・ひまわり賞・ヒマ太賞）
　　　　　　・参加賞（抽選で５０人）
●入賞発表　広報かいた１２月号、海田町ホームページにて発表。
　　　　　　別途展示会開催予定。
●応募方法　郵送、メール、インスタグラムいずれかの方法で応募。
●募集要項、応募票の入手について
　海田町ホームページを確認してください。
　(https://www.town.kaita.lg.jp/soshiki/35/116252.html)
　また、役場にも設置しています。
●応募締切り　９月１０日（金）１７時（必着）
　　　　　　　※くわしい応募方法は募集要項を確認してください。
●応募先　魅力づくり推進課（役場３階）
　〒736-8601　海田町上市14-18
　℡082-823-9234
メール：miryoku@town.kaita.lg.jp

昨年度最優秀賞作品　「ひまわりの子」

●海田町公衆衛生推進協議会　☎823-8503（FAX兼用）

　消費期限は「食べても安全な期限」。
　賞味期限は「おいしく食べることができる期限」。
  「賞味期限」は過ぎてもすぐ廃棄せずに食べられるかどうか、自分で判断しましょう。

消費期限と賞味期限、違いを知ってますか
～家庭から出る食品ロスを減らそう～

令和３年度海田町魅力フォトコンテスト
●魅力づくり推進課（役場3階）
　☎823－9234　FAX.823－9203　海田町内で撮影された自然風景やスポットのフォトコンテストを行います。

どなたでも応募でき、賞品もあります。ぜひ、応募してください。

●募集内容　海田町の自然風景やスポットで撮影した写真
●賞の種類　最優秀賞、優秀賞、特別賞(観光賞、発掘賞)、参加賞(抽選で50人)
●応募方法　郵送、メール、インスタグラムいずれかの方法で応募。
●募集要領、応募票の入手について
　海田町のホームページ上に公開しています。また、役場にも設置しています。
●締め切り　令和4年1月31日(月)(必着)
●応募先　魅力づくり推進課(役場３階)
　〒736-8601　海田町上市14-18　☎823-9234
　メール：miryoku@town.kaita.lg.jp

昨年度優秀賞作品
「輝け！ ひまわり」
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ネ ウ ボ ラ ひ ろ ば
妊 娠 か ら 出 産 ・ 子 育 て ま で を 応 援 !

み ん な 集 ま れ !  !

広島県の子ども
元気いっぱい
キャラクター
イクちゃん

●こども課（役場1階） 　☎823－9227
●保健センター 　☎823－4418
（子育て支援センター）
●ひまわりプラザ 　☎824－1225
●海田児童館 　☎822－2216
●町民センター 　☎822－9946

Google Play、App Storeなどのアプリストアか
ら母子手帳アプリ「母子モ」を無料でダウンロード　
※通信料は別途かかります。

かいた版ネウボラアプリ

QRコードからダウンロード

母子健康手帳の交付は
時間予約できます

●予約時間　保健センター…月～金曜日９時～16時（祝日を除く）
　　　　　　ひまわりプラザ…月～土曜日９時～16時（祝日を除く）

※新型コロナウイルス感染拡大防止により、各種教室などが中止になる場合があります。
　最新の状況は海田町ホームページを確認するか、直接問い合わせてください。

●日時　9月18日(土)9時30分～11時30分
●場所　ひまわりプラザ
●対象　妊婦とその家族
●定員　8組
●持ち物　母子健康手帳
●申し込み　ひまわりプラザへ

パ パ マ マ 教 室

　パパも自信をもって赤ちゃんを迎えられるよ
う一緒に準備をしませんか？
今回はお産の経過とお父さんの役割についての
お話です。パパ同士の交流もあり、好評です！

各種教室の案内や子育て情報などは、
こちらからも確認できます。

ネウボラだより ネウボラだより（妊婦さん版）

家 族 講 座 　 運 動 会

　ひまわりプラザで運動会！いろいろなプログラムを用意しています。家族みんなで楽しもう！

●日時　9月25日(土)10時から
●対象　1歳～未就園の子どもとお父さん、お母さん
●講師　SiNグループ　田中 信行さん
●定員　10組　　●持ち物　飲み物
●申し込み　9月1日(水)から　各子育て支援センターへ

　みんなで町立図書館へ行って、親子で楽しいお話
タイムを過ごしましょう。

●日時　10月7日（木）10時30分から　●定員　7組
●場所　町立図書館　※現地集合、現地解散です。
●申し込み　9月6日（月）から各子育て支援センターへ

図 書 館 へ 行 こ う

駐車場に限りがあります。
町内循環のふれあいバス
も利用できます。くわしく
は、ふれあいバス時刻表を
確認してください。
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催　し　名 月　日 時　間 内　容　　　　

プレママ教室

9月17日（金） 14時～
15時30分

・お産の経過と出産準備・お口の健康と乳歯の話
●対象　妊婦と家族

10月2日（土） 10時～
11時30分

・母乳育児について・妊娠中の栄養について
●対象　妊婦と家族

10月19日（火） 14時～
15時30分

・お産に役立つ骨盤体操
●対象　妊婦と家族

マタニティサロン
（母乳育児）

9月9日（木）
10月21日（木）
11月11日（木）

14時～
15時30分

・授乳に役立つ母乳の知識・授乳の方法
・卒乳の話（3回シリーズ）
●対象　妊婦、子育て中の人

マタニティサロン
（エクササイズ） 9月2日(木) 14時～

15時30分
・お産と子育てに向けて体作り・マタニティエクササイズ
●対象　妊婦　※動きやすい服装で来てください。

産後ママのための休憩室
（ベビーマッサージ） 10月15日（金） 10時～11時 ●対象　2カ月～6カ月頃の乳児と保護者　※初回の人優先。

●持ち物　バスタオル、ハンドタオル　●申し込み　9月15日（水）から

産後ママのための休憩室
（骨盤ケア・べびぃケア）

10月7日（木）
10月20日（水） 10時～12時 お母さんの骨盤のケアと赤ちゃんの発達段階に応じた姿勢についての話

（3回シリーズ）
●対象　妊婦・乳児と保護者　※初回の人優先。10月26日（火） 10時～11時

助産師の相談室 9月16日（木）
10月8日（金） 9時～12時 助産師による個別相談（妊娠、出産、母乳のことなど）

●対象　妊婦、子育て中の人（家族参加可）

妊婦・産婦対象教室　　※要予約　●場所　ひまわりプラザ　　●持ち物　母子健康手帳

催　し　名 対　象 時　間 ひまわりプラザ 海田児童館 町民センター
赤ちゃん教室１（にこにこ） 4カ月～8カ月の未就園児と保護者 1回目

10時から
2回目
11時から

9月7日(火) 9月8日(水) 9月8日(水)
赤ちゃん教室２（はいはい） 9カ月～1歳3カ月の未就園児と保護者 9月14日(火) 9月15日(水) 9月15日(水)
親子教室１（よちよち） 1歳4カ月～2歳未満の未就園児と保護者 9月16日(木)
親子教室２（のびのび） 2歳以上の未就園児と保護者 9月17日(金)

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

離乳食教室
～ステップ1～ 9月10日（金） ひまわりプラザ 10時～

11時30分

離乳食の基本編と離乳食相談
●対象　 生後4カ月～6カ月頃の乳児と保護者
●定員　10組
●持ち物　 食育支援ファイル（持っている人）、バスタオル
●申し込み　9月6日（月）までに保健センターへ

離乳食教室
～ステップ2～ 10月6日（水） ひまわりプラザ 13時30分～

15時30分

離乳食の応用編と離乳食相談
●対象　 妊婦と2歳未満の子どもをもつ保護者
●定員　8人　※託児あり。
●持ち物　 食育支援ファイル（持っている人）
●申し込み　9月29日（水）までにひまわりプラザへ

乳幼児教室　　※要予約

催　し　名 月　日 場　所 時　間 内　容

ひよこ相談
9月8日（水）、9月22日（水）ひまわりプラザ 10時～11時30分 身体計測、健康相談、離乳食相談、育児相談

●持ち物　母子健康手帳
●定員　8組　
●申し込み　各子育て支援センターへ

9月3日（金）、10月1日（金） 町民センター
9時30分～11時

9月13日（月） 海田児童館

どんぐり
相談 ９月7日（火） 保健センター 14時～17時

子どもの成長、発達についての相談
●対象　幼児～学童
●相談員　 安芸ソーシャルサポートの会
臨床心理士　永田彩さん
●申し込み　保健センターへ

乳幼児の相談　　※要予約

海田幼稚園 ☎823-5635 9月の園庭開放はお休みします。

海田みどり幼稚園 ☎822-4359
9月29日（水）
10時45分～11時30分
※要予約・30組まで。

東海田幼稚園 ☎822-7576 9月8日（水）、9月22日（水）9時30分～11時

明光保育園 ☎823-0366 毎週水曜日 10時～11時（乳児は10時45分まで）
龍洞保育園 ☎823-3354 毎週水曜日 10時～11時30分

町内の幼稚園・保育所・認定こども園の園庭開放 未就園児と保護者が園庭で遊べます。
小さくら保育所 ☎823-2079 毎週水曜日10時～11時
海田保育園 ☎847-2235 毎週水曜日10時～11時
さいわい保育園 ☎821-1550 毎週水曜日10時～11時30分
こうわ認定こども園海田

☎821-2500 毎週木曜日10時～11時30分

つくも保育所（新園庭）
☎824-1225（ひまわりプラザ） 毎週金曜日 10時～11時
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