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Sukoyaka Kosodate Shien Center - where parents and
children can mix
Parents can receive support in the care of their babies or
infants at the following places:
▼Kure-shi Sukoyaka Kosodate Shien Center, Kure Kure Ba
Kureshi Takara-machi 2-50 (Recre 4F)
0823 25 3482
▼Kure-shi Sukoyaka Kosodate Shien Center, Hiro Hiro Ba
Kureshi Hiro-Koshingai 2-1-3 (Hiro Shimin Center 3F)
0823 76 1616

親子で交流できるスペース すこやか子育て支援センター
0，1，2 歳の乳幼児に配慮した親と子の安全・安心な子育て交
流ひろばです。
▼呉市すこやか子育て支援センター くれくれ・ば
呉市宝町 2-50 (レクレ 4 階)
0823-25-3482
▼呉市すこやか子育て支援センター ひろひろ・ば
呉市広古新開 2-1-3 (広市民センター3 階)
0823-76-1616

Free Vaccinations for Children
Maternity health record books should be presented.
Kinds of vaccination
Free vaccination
Effective disease
Shot frequency
for

正しく受けましょう 子どもの予防接種（接種は無料）
接種を受ける場合は，必ず母子手帳を持参してください。
種類
無料で接種
対象疾病
接種回数
できる年齢
生後 2 カ月～60
ヒブ
ヒブ
カ月に至るまでの
感染症
間
生後 2 カ月～60
肺炎球菌
小児用肺炎球菌
カ月に至るまでの
感染症
間
生後 12 カ月に至
B 型肝炎
B 型肝炎
るまでの間
2 種混合 ジフテリア
（D）
（DT）
1 期：生後 3 カ月
1 期：3 回
破傷風
4 種混合
～90 カ月に至る
2 期：1 回
（T）
（DPT-IPV）
までの間
百日せき
1 期：4 回
2 期：11 歳～13
―
（P）
歳未満
不活化ポリオ
（IPV） ４回
※この他にも無料の予防接種があります。詳しくはお問い合わ
せ下さい。
▼問合先 保健総務課 0823-25-3525

Hib

Hib infection

Children aged
2-60 months
old

Pediatric
Pneumococcus

Pediatric
Pneumococcal
Infection

Children aged
2-60 months
old

Hepatitis B

Hepatitis B

Children up to
12 months old

DPT-IPV
4 shots
per stage

DT
1st stage
3 shots
2nd stage
1 shot
―

Diphtheria
(D)
Tetanus
(T)
Pertussis
(P)

Imovax Polio
(IPV) 4 shots

1st stage:
children aged 390 months old
2nd stage:
Children 11-13
years old

※More free vaccinations are available. Contact below for further
information.
▼Contact: Hoken-somu-ka 0823 25 3525
Continue to Work by Registering Sick or Convalescing
Children for Care
Sick or convalescing children may be eligible for temporary care.
Registration should be made annually.
▼For: pre-junior high school children
●Registered residents of Kure
●Those that guardians are unable to look after due to
unavoidable circumstances such as work, sickness, accident,
childbirth, or funerals.
▼Where: ●Sukoyaka Byoji Hoikushitsu in Funahashi Gynecology
Hospital ( 2-2-9 Nakadori 0823 22 2784) ●Hoppe Byoji Hoikuen
in Naika Rikyu ( 1-4-19 Hiro-Oshingai 0823 74 5250)
※Facilities in other municipalities with reciprocal agreements
(Hiroshima, Higashi-Hiroshima, Hatsukaichi, Fuchu, Kaita,
Kumano, Saka, and Akiota)

安心して働く環境づくりを応援 病児・病後児保育事業の登録を
病気または回復期の児童を一時的に預かります。利用は，年
度ごとに事前登録が必要です。
▼利用できる児童(小学校 6 年生まで)
●市に住民登録があり居住
●保護者の勤務の都合や，傷病，事故，出産，冠婚葬祭など社
会的にやむを得ない事情により，家庭での保育が困難
▼実施施設 ●すこやか病児保育室 舟橋産婦人科併設（中通
2-2-9 0823-22-2784) ●ほっぺ病児保育園 内科離宮併設
（広大新開 1-4-19 0823-74-5250)
※広域利用協定を締結した市町(広島市・東広島市・廿日市市・府
府中町・海田町・熊野町・坂町・安芸太田町など)は相互利用可能

▼When: Monday- Saturday 8:00-18:00 (closed on national
holidays, year-end holidays, and obon holidays)
▼Cost: 2,000 yen per day (exemptions available)
※Costs in other municipalities vary depending on the facility.
▼Requirements: personal seal, maternity health record book,
health insurance card
▼Contact: Kosodate-shisetsu-ka 0823 25 3174

Event Information
Kure Port Festival
Come and join us at Kure Port Festival.
▼Date: Monday April 29 (national holiday)
▼Venue: Area around Kuramoto-dori and Renga-dori
▼Attractions: Stage performances including the crowning of the
2019 Kure Marine Queen, band performances and more
▼Bazaar：from 10:00- Kuramoto-dori
▼Parade: starts in front of city hall at 14:00
▼Contact: Kure Festival Association (at Kure Chamber of
Commerce) 0823 21 0151

▼利用時間 月～土曜日(祝日・年末年始・お盆を除く)8 時～18
時
▼料金 1 日 2,000 円(減免あり)
※市外の施設は，施設ごとに利用料が異なります。
▼必要なもの 印鑑，母子健康手帳，健康保険証
▼問合先 子育て施設課 0823-25-3174

イベント情報
呉みなと祭
呉の春季の恒例行事「呉みなと祭」を開催します。約 2,500 名
の参加者によるパレードや，ステージ，美味しいものいっぱいの
バザールなど内容盛りだくさん！ぜひお越しください。
▼日時 4 月 29 日(祝)
▼場所 蔵本通り・れんがどおり一帯
▼ステージ 2019 くれマリンクイーンお披露目，バンド演奏ほか
▼バザール(10:00～，蔵本通り周辺)
▼パレード(14:00，市役所前スタート)
▼問合先 呉まつり協会(呉商工会議所内) 0823-21-0151

Local Mascots Festival
A host of mascots from the cities that are supporting the
reconstruction of Kure after the disaster last summer are coming
to Kure! They will perform on stage and there will be a chance to
meet them at the PR booth. There will also be stalls selling local
Kure dishes and specialities.
▼Date: Saturday May 11, Sunday May 12 10:00-15:00
▼Where: Yamatohatoba
▼Contact: Hisho-koho-ka 0823 25 3560

復興応援 呉ご当地キャラ祭
復興を応援してくれた，ご当地キャラクターたちが大集合！出
演キャラクターたちの楽しいステージや PR ブース，呉のおいし
いものを集めた飲食・お土産ブースも並びます。
▼日時 5 月 11 日(土）・12 日（日） 10：00～15：00
▼場所 大和波止場
▼問合先 秘書広報課 0823-25-3560

Spring Rakuichi Flea Market
For toys, clothing and handmade items.
▼When: Sunday May 19 10:00-14:00
(or the following Sunday if it rains.)
▼Where: Kuramoto-dori (across from the library)
▼Contact: Rakuichi-jikko-iinkai 090 1013 2997
Shimin-madoguchi-ka 0823 25 3222

春の楽市
おもちゃ・衣類・手芸品などのフリーマーケットです。
▼日時 5/19（日）10：00～14：00
※雨天時は5/26（日）に順延。
▼場所 蔵本通り（中央図書館向かい）
▼問合先 楽市実行委員会 090-1013-2997
市民窓口課 0823-25-3222

2019 Clean-up and Hike Mt. Yasumi-yama
Hike and clean the trails to keep our mountain beautiful for the
future.
▼Limited to 200 people
▼When: Sunday May 19 9:30-13:00 (finishing at the top)
※Rainout (a decision will be made at noon the day before)
▼Meet: at Ondo-no-seto Park Kitagawa Hiroba
▼Apply: Call at 090 2803 7724 or e-mail at kyvc@ezweb.ne.jp by
Thursday March 2. Please provide your name, address, phone
number, age, and gender.
▼Free of charge
※Gloves, a small thank you present, and lunch will be provided,
but bring your own drink.
▼Contact: Kure Young Volunteer Council 090 2803 7724

'19 休山クリーンハイキング＆お宝抽選会
「未来に残そうきれいな山」の願いを込めて，ハイキングを楽し
みながら掃除をしませんか。
▼定員 200人
▼日時 5/19（日）9:30～13:00（山頂解散）※雨天中止（前日の
12：00に判断）。
▼集合 音戸の瀬戸公園北側広場
▼申込 5/2（木）までに電話またはメールで。住所・氏名・年齢・
性別・電話番号を連絡（kyvc@ezweb.ne.jp）
▼料金 無料 ※軍手・参加賞・昼食有（飲物は各自で用意）。
▼問合先 呉市青年ボランティア協議会 090-2803-7724

