




部門 クラブ・サークル名 代表者氏名 電話 活動日 活動場所 活動時間 会費

１　

教
養
・
ビ
ジ
ネ
ス

手話 岐南手話サークルわかば 岡安有里 090-1562-4330 第2第4火曜日 中央公民館 19:30～21:30 年　3,000円

パソコン 岐南パソコンクラブ ＊ 090-4216-1696 第2第4水曜日 ほほえみ会館 9:00～12:00 月　1,000円

パソコン パソコンクラブ＠HOME ＊ 090-4164-1097
（山木田） 第2第4土曜日 中央公民館 9:30～11:30 １回　1,000円

パソコン パソコンのいろは 川出宗一 246-8196 第2第4水曜日 三宅町民センター 19:00～21:00 月　1,000円

その他 街道を歩く会 松原廣安 090-7438-3903 
（杉江） 第3土曜日 街道 7:30～17:30 月　　300円

その他 ブランド文化研究会 正村英司 272-4016 第3木曜日 中央公民館 14:00～16:00 年　3,000円

論語 やさしい論語塾 豊田弘明 090-1413-9623 第2土曜日 中央公民館 13:00～15:30 月　　200円

２　

手
工
芸

工芸 オリジナル白磁ポーセラーツ 谷藤真由美 271-5852　　
（速水） 第2木曜日 南町民センター 10：00～12:30 月　1,000円

工芸 ステンドグラス制作 川出美和 246-8009 第1第3火曜日 中央公民館 17:30～21:30 月　1,000円

工芸 籐細工 小関和代 ＊ 第2第4水曜日 西町民センター 9:30～12:00 月　2,000円

手芸 すみれ編み物会 伊藤知賀子 245-2409 第1第3月曜日 平島公民館 13:30～16:00 月　1,500円

手芸 パッチワーク　カーディナルス 成瀬悦子 272-1984

第1第3火・金曜日 ほほえみ会館 13:00～15:00

1回　1,000円第2第4日曜日 ほほえみ会館 13:30～15:30

第1第3木曜日 講師宅 19:30～21:30

手芸 ハンドメイドクラブ 大竹恵子 272-3756 第2第4火曜日 中央公民館 9：30～12：00 月　　500円

洋裁 小山洋裁教室 山田和加 080-5111-7231 第2第4金曜日 南町民センター 13:00～16:00 月　2,000円

陶芸 陶芸クラブ　陶岐窯 大塚知子 090-1239-0027 第2第3金曜日 岐南町実習室 13:00～16:00 年　6,000円

ちぎり絵 しゅんこうの和紙ちぎり絵 鈴村加代子 245-9792 第1第3水曜日 ほほえみ会館 10:00～12:30 1回　　600円

３　

音
楽

合唱 アカペラ　ムジカ 稲葉由美枝 090-5113-2700 第2第4水曜日 ほほえみ会館 13:30～15:30 月　1,500円

ハーモニ
カ ハーモニカ岐南フレンドシップ 多和田繁信 246-5988 

090-6462-5638
第2火曜日 
第4金曜日 平島町民センター 9:30～11:30 年　4,000円

和太鼓 夢飛翔太鼓 山田雅世 080-3066-0496 
(羽田) 金曜日 南町民センター 19:30～21:00 月　1,000円

大正琴 琴城流大正琴もみじ会 小関和代 090-4113-4008 第1第2第3火曜日 西町民センター 9:00～12:00 月　4,000円

邦楽 橘会 葛谷静枝 090-4266-5985 第1第4水曜日 南町民センター 19:30～21:30 １回　1,000円

邦楽 篠笛サークル 鷲見武敏 080-5296-4664 第2第4火曜日 ほほえみ会館 13:00～16:00
月　　500円 
篠笛購入代 
3,000円

オカリナ オカリナどれみ 津田泰子 090-5100-7636 第1第3水曜日 三宅町民センター 10:00～11:30 月　　600円

部門 クラブ・サークル名 代表者氏名 電話 活動日 活動場所 活動時間 会費

４　

絵
画
・
書
・
和
歌

短歌 岐南町短歌教室 鈴木美智子 090-9928-9218 第3金曜日 南町民センター 9:00～12:00 月　　500円

絵画 岐南町絵画クラブ 大塚勝 090-8422-5911 第1第3水曜日 中央公民館 13:30～15:30 月　　500円

書 やさしい書道 ＊ 247-9601 第1第3木曜日 東町民センター 13:30～17:00 月　2,500円

絵手紙 縁の絵手紙 松本ふき子 090-3423-5777 
（横山） 第2火・金曜日 中央公民館 

北町民センター 10:00～12:00 月　1,000円

５　

舞
踊
・
ダ
ン
ス
・
健
康

ダンス 岐南町レクダンス・フォークダン
ス花の和FDC ＊ ＊ 水曜日 北町民センター 13:00～16:00 月　1,500円

ダンス フレンズ岐南フォークダンスクラブ 名和春代 247-5646 火曜日 
第2第4土曜日 三宅町民センター 火9：30～11：30 

土13:30～15:30 月　1,000円

ダンス 優雅にフラダンス 板橋美枝子 246-9905 金曜日 ほほえみ会館 10:00～12:30 月　3,200円

ダンス 優雅にフラダンス　中級 板橋美枝子 246-9905 第1第2第3木曜日 三宅町民センター 18:30～20:30 月　3,500円

ダンス 優雅にフラダンス　入門 板橋美枝子 246-9905 第1第2第3火曜日 東町民センター 18:30～20:30 月　2,700円

ダンス ゆめクラブ岐南 正村陽三 090-4869-5709 木曜日 北町民センター 19:00～21:30 月　3,000円

舞踊 緑景会 林暁子 245-6853 第4火曜日 徳田町民センター 13:00～17:00 年　2,000円

舞踊 岐南音頭保存会 尾関弘子 271-9772 第2第4木曜日 中央公民館 13:30～15:30 年　5,000円

舞踊 若扇会 吉田加代子 090-2779-0590 水曜日 徳田町民センター 10:00～17:00 月　5,000円

舞踊 さるすべりの会 岩田美保子 090-1475-7953 第1第3木曜日 三宅町民センター 13:00～16:30 月　4,000円

ヨガ ヨガサークル 荒木京子 272-5037 水曜日　 三宅町民センター 10:30～11:30 月　1,800円

ヨガ 岐南町ヨガクラブ 横山吉人 090-1563-9185 水曜日 三宅町民センター 13:00～14:45 月　2,000円

ヨガ やさしいヨガ ＊ 090-7951-8555
（森田） 第1第3金曜日 北町民センター 10:30～11:30 1回 　  500円

ヨガダンス ＹＯＧＡ＆ＺＵＭＢＡ 丹羽由紀子 090-5115-0767 
（松葉） 第2第4日曜日 三宅町民センター 9:00～13:00 1回　1,000円

～2,000円

リトミック 親子リトミック　１・２歳児 小島真理 090-3151-6486 第4金曜日 南町民センター 10:00～11:00 月　3,500円

体操 ハッピー健康クラブ 加藤禎子 247-7483 金曜日 三宅町民センター 10:00～12：00 月　2,000円

体操 肩こり・腰痛予防の３Ｂ体操 松原静香 090-1290-4967　
（岸） 第2第3第4土曜日 北町民センター 10:00～11:30 月　2,400円

太極拳 太極拳　木曜会 高橋信子 080-3071-6428 第1第2第3木曜日 西町民センター 9:30～11:30 月　1,500円

太極拳 岐南町太極拳少林寺クラブ 山川孝彦 070-5503-3343 土曜日 三宅町民センター 13:00～15:30 月　2,000円

６　

花

華道 桂川いけばなサークル 岩砂富士子 090-7021-0688 金曜日（月2回） ほほえみ会館 13:30～16:00 月　2,000円

華道 いけ花　フラワーアレンジメント 岩砂清子 245-2990 第1第2第3火曜日 
第1第3土曜日 ほほえみ会館

第1第3火曜日 
9：00～16：00 
第2火曜日 

13：00～16：00 
第1第3土曜日 
13：00～17：00

受講料 
１回     　800円 

材料費 
1,000～2,000円

菊づくり 岐南菊友会 葛谷和彦 090-7854-0509 土曜日 岐南町実習室 14:00～17:30 年　5,000円

７ 

料
理

パン クロワッサンクラブ 鈴木幸子 274-2473 第1土曜日 防災コミュニティー
センター 9:00～13:00 月　2,100円

料理 ぷくぷく穀菜食 ＊ 090-7435-2150 第2水曜日 中央公民館 9:00～13:00 月　3,500円









【保育園・認定こども園】
町内の保育施設を利用するには、下記のとおり教育・保育給付認定を受ける必要があります。

【保育認定事由】
保護者 (および 65歳未満の同居者 )が下記のいずれかに該当し、お子さんの保育ができない場合に２・３号
認定を受けることができます。

【令和３年度入園申請 (予定 )】
　令和３年度の保育園・認定こども園入園申請書類の配布および申請受付開始は、令和2年10月1日（木）を予
定しております。

※基本保育時間外の預かり保育・延長保育を利用する場合は、各保育施設に申請し、保育料とは別に費用がかかります。

【認定の種類】

区分
認定こども園

保育園教育利用 保育利用

目的 教育と保育を一体的に行う施設 就労などのため家庭で保育のできない保護
者に代わって保育する施設

特徴

・幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持ち、地域の子育て支援
を行う施設
・保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、継
続して利用可能（3～ 5歳児）

・保護者の就労などにあわせて夕方までの保
育のほかに、延長保育を実施
・利用できる保護者は、共働き世帯など、家
庭で保育できない者

支給認定区分（３種類） お子さんの年齢と保育の必要性に応じて３種類の認定があります。
認定の種類によって、利用できる施設が異なります。

認定区分 １号認定
（教育標準時間）

２号認定
（保育標準時間・保育短時間）

３号認定
（保育標準時間・保育短時間）

基本保育時間※ 9：00～ 13：00 標準 7:00 ～ 18:00
短　 8:30 ～ 16:30

標準 7:00 ～ 18:00
短　 8:30 ～ 16:30

対象となる
お子さん

H29.4.2 ～ H30.4.1 生まれで、教
育を受ける方（就労をしていないな
ど、保育の必要性がない方）

H29.4.2 ～ H30.4.1 生まれで、保
護者の就労などにより保育を必要
とする方

H30.4.2 ～生まれで、保護者の就労
などにより保育を必要とする方

利用できる施設
（町内のみ）

認定こども園のみ
(岐南さくら認定こども園けやきの
杜、岐南さくら南認定こども園、う
れしの認定こども園 )

保育園、認定こども園
( 岐南さくら北保育園、うれしの東
保育園、岐南さくら認定こども園け
やきの杜、岐南さくら南認定こども
園、うれしの認定こども園 )

保育園、認定こども園
(岐南さくら保育園、岐南さくら
北保育園、うれしの東保育園、岐南
さくら認定こども園けやきの杜、う
れしの認定こども園 )

就   労
ひと月当たり 64時間以上の労働に従事している場合（64時間以上 120時間未満の就労は短時間
認定、120時間以上の就労は標準時間認定となります。64時間未満の場合、1号認定となります。）
(3歳未満児は、月 16日以上× 1日 4時間以上（かつ週 4日以上）の就労条件を満たすことが必要）

妊娠・出産 (標準時間認定のみ ) 妊娠中または出産後間がない場合（出産予定月および予定月の前後 2カ月の計 5カ月間）
疾 病・障 害 疾病・障害の状態にある場合
介 護・看 護 同居する親族の介護または看護をしている場合
災害復旧 (標準時間認定のみ ) 震災・風水害・火災・その他の災害の復旧にあたっている場合

求職活動 (短時間認定のみ )
求職活動を行っている場合（最大 3カ月間）
（入園後３カ月以内に在職証明書などの提出がない場合、認定こども園に入所している３歳以上児
は１号認定に変更、３歳未満児は退園、保育所の場合は、年齢に関わらず退園となります。）

就 　学 学校に在学または職業訓練を受けている場合
虐待・ DV( 標準時間認定のみ ) 虐待やDVの被害を受けている場合

育 児 休 業 ( 短時間認定のみ ) 育児休業取得時に、すでに保育を利用しており、継続利用の必要がある場合（3歳以上児で、すで
に入園している場合のみ。3歳児として入園児に育児休業中の場合は、1号認定となります。）

そ の 他 上記に類する状態として町長が認めた場合

幼児教育・保育の無償化について

▲

趣旨・目的
　幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保
障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。

▲

対象者

【幼児教育・保育の無償化に関する手続きについて】
　保育園、認定こども園、幼稚園（新制度に移行した園）、地域型保育事業所および企業主導型保育事業所を

利用する場合は、手続きは必要ありません。

　ただし、幼稚園（新制度に移行していない園）、預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児

保育事業およびファミリー・サポート・センター事業を利用する場合は、手続きが必要となります。

　令和３年度の入園に係る申請については、令和３年２月ごろからの受け付けを予定しています。（入園申請

については、各施設に問い合わせてください。）

保育の必要性なし
（専業主婦（夫）世帯）

保育の必要性あり（共働き世帯など）
※延長保育料は無償化の対象外

１号認定：３～５歳 ２号認定：３～５歳 ３号認定：０～２歳
（住民税非課税世帯のみ）

保育園
地域型保育事業所 無償 無償

認定こども園 無償
（預かり保育料は対象外） 無償 無償

幼稚園
（新制度に移行した園）

無償
（預かり保育料は対象外）

無償
（預かり保育料は月額上限
11,300 円まで無償）

無償
（預かり保育料は月額上限
16,300 円まで無償）

幼稚園
（新制度に移行していない園）

無償
（月額上限 25,700 円まで）
（預かり保育料は対象外）

無償
（月額上限25,700円まで）
（預かり保育料は月額上限
11,300 円まで無償）

無償
（月額上限25,700円まで）
（預かり保育料は月額上限
16,300 円まで無償）

企業主導型保育
事業所 利用者負担額分相当分まで無償

認可外保育施設
一時預かり事業
病児保育事業

ファミリー・サポート・
センター事業

無償化の対象外 無償
（月額上限37,000円まで）

無償
（月額上限42,000円まで）

※食材料費（給食費）、行事費、日用品・文房具費、通園送迎費などは無償化の対象外。ただし、食材料費のうち副食費（おかず・おやつ代）に

　ついては、免除・補助を受けることができる場合があります。
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