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子育て

Residents everyone's Smile shines "this town" like

p o i nt

ネウボラ
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「ネウボラ」ってなあに？
子育て先進国であるフィンランドの言葉で、
フィンランド語で「neuvo（ネウボ）」は助言、
「la（ラ）」は場所を意味します。妊娠期から出
産、子どもの就学前までの間、支援を行う拠
点を指しています。

"Neuvola" What?
In Finnish, a developed country
for parenting, "neuvo" means
advice, and "la" means place. It
refers to a base that provides
su p p o r t f ro m p re g n a n c y to
childbirth and before school
for children.

関連
施設

子育て
相
やってい 談も
ます

総合 的
サポート な
拠点

子育て総合支援センター

子育てふれあい広場

〒470-0221 愛知県みよし市西陣取山130
電話 0561-34-0500

〒470-0202 愛知県みよし市三好丘2-2-1
電話 0561-36-1181

FAX 0561-34-0501
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開館時間／午前9時から午後5時まで
休館日／月曜日、館内整理休館日（原則第4木曜
日）、年末年始（12月28日から1月4日）ただし、月曜
日が祝日・休日の場合は開館し、翌平日が休館

カリヨンハウス1階

開館時間／午前9時から午後5時まで
休館日／月曜日、年末年始（12月29日から1月3日）
ただし、月曜日が祝日・休日の場合は開館し、翌平
日が休館

市民の
健康
サポート を

保健センター
〒470-0224 愛知県みよし市三好町陣取山54
電話 0561-34-5311
FAX 0561-34-5969

開館時間／午前8時30分から午後5時15分まで
休館日／土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日か
ら1月3日）

p o i nt

子育て支援講座
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育児講座「親子ふれあい遊び」
専門の講師に遊びの中で子育てについて話を聞
いたり遊び方のポイントを教わったりしながら、
心がはずむ笑顔いっぱいの親子遊びをします。
Childcare course "Parent-child contact play"
While listening to a professional instruc tor
about child-rearing and learning the points of
how to play, we will play with a smile full of
heart-pounding parents and children.

ファミリー・サポート・センター
ステップアップ講習会
会員同士の交流や、入会のきっかけづくりを目的とした講習
会です。子育てに役立つ食物アレルギーについてや、リフレッ
シュするためのヨガ、カラーコーディネートなどさまざまな
テーマで開催しています。
Family Support Center Step-up Workshop
This is a class aimed at interacting with other members and
creating opportunities for membership. We hold various
themes such as food allergies that are useful for raising
children, yoga for refreshing, and color coordination.

いきいき子育て講座
市内の幼稚園、保育園との共催で行われる子育て講座。さまざまな
分野の講師がユーモアを交えながら子育てについて講演します。
Lively parenting course
A child - rearing course co -sp onsored by kindergar tens and
nursery schools in the city. Lecturers from various ﬁelds will give
lectures on parenting with humor.

p o i nt

みよしの
「ネウボラ
おばさん」
彼女たちがみよしのネウボラおばさん。ネウボラ
おばさんは、ママや赤ちゃんに毎日ニコニコで過
ごしてもらいたいと願っています。大変なときに
は誰かの力を借りてみても。
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みよぴよ

私たちは
保健センターにいます！

子育て世代にお役立ち情報を発信！
「みよぴよ！」は子育てに便利なホームページとアプリ。
５つの機能であなたの子育てを応援します！ パソコ
ンやスマートフォンで、知りたい情報を、欲しい時に。
Disseminate useful information to the child-rearing
generation!
"Miyopiyo!" is a home page and app that is convenient
for raising children. We support your child-rearing with
5 functions! When you want the information you want
to know on your computer or smartphone.

Miyoshi of "Neuvola Aunt"
Aunt Neuvola, whose aunt are Miyoshi. Aunt
Neuvola wants moms and babies to spend their
days smiling. Even if you have a hard time, try
with someone's help.

interview
みよし市では、ネウボラの体制が整っていたり、子育てに役立つ講座が開催されていたりなど、
子育て中の皆さんの背中を一押ししてくれる環境が充実しています。特に子育て支援アプリの
「みよぴよ！」では、保育園の空き情報や、子育てイベントの開催情報など、妊娠・出産から就学、
その後までに役立つ情報が集約されています。子育てをしていると、家族だけではわからない
ことや難しいことがたくさんあります。そんな時に市のサービスを上手く使って手助けを受け
てみては。子育てのしやすい「みよし市」でみんなの笑顔が輝きますように！
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