
 

 

  
   
   

     
          
          
 
 
 
 
 
 This is a seminar about childcare services in Sapporo, and maternal and child 
health care consisting of vaccination processes, check-ups, etc. for foreign 
citizens who are going to become parents soon and/or parents nursing a child 
up to the age of 3 in Sapporo. The second half of the program will offer time for 
individual consultations.  
*English interpretation and baby-sitting services are available during the seminar.  
 
  0 歳から３歳までのお子さんを育てている、またはこれからお父さんお母さんになる予定の 

 外国籍の方を対象に、赤ちゃんの予防接種や札幌市の子育て支援サービスについてお話します。 

 後半には個別相談の時間があります。 ※英語通訳があります。 
 
 
【Place /会場】  

         Sapporo International Communication Plaza Communication Salon 

(Sapporo MN Bldg. 3F, Kita 1 Nishi 3, Chuo-ku, Sapporo) 

              (公財)札幌国際プラザ 交流サロン（中央区北１条西３丁目札幌 MN ビル 3F） 
 

【Application and Capacity / 申込と定員】 

Sign-up starts on Monday, September 12. 

20 people can participate on a first-come basis. 

        9 月 12 日（月）受付開始（先着 20 名） 
 

【Baby-sitting service / 託児】 

The baby-sitting service is available for 5 children on a first-come basis.  

If you need the service for your child, please tell us upon your application, 

your child’s name, age, gender and language.  

先着 5 名。託児が必要な方は、セミナーお申込の際にお子さんの 

お名前、年齢、性別、言語をお知らせ下さい。 
 

【Contact & Where to Apply / お問合せ・お申込先】  
       

     Sapporo International Communication Plaza 
 (公財)札幌国際プラザ 多文化交流部 
 

     Tel:（011）211-2105   Fax:（011）232-3833 

      E-mail : tabunka@plaza-sapporo.or.jp 
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201６年 10 月 1６日（日）               
13:30～15:30 



  Seminar Details / セミナー内容 

 
 

(1) Important information for parents of children from birth to  
   age 3 such as vaccination for young children, taking your  
   children to hospitals, services of Ward Health Centers, etc. 
    お子さんの予防接種や病院受診、保健センターについてなど、お子さんが生まれて 

    から３歳になるまでの母子保健に関してお話いただきます。 
 
  Ms. Asami Watanabe, Health & Child Affairs Section, Health & Welfare   
  Department, Atsubetsu Ward Office, City of Sapporo 

  札幌市厚別区保健福祉部健康・子ども課 渡邊 亜沙美さん 
  
 

 (2) Sapporo’s childcare services, including financial support and  
    daycare services. 
    子育てに係る助成制度や保育サービスなど、札幌市の子育て支援制度について 

     お話いただきます。 
 

  Bureau for the Future of Children, City of Sapporo 
  札幌市子ども未来局子育て支援部 

 
 
(3) Common diseases and their symptoms in infants and young  
   children, vaccinations, etc. 

     お子さんによくある病気やその症状についての情報、予防接種について 

    お話いただきます。 
 

  Dr. Nobuko Kawamata, pediatrician, Kin-ikyo Sapporo Hospital 
  勤医協札幌病院小児科  川真田 伸子先生 

 
 

 

 Individual Consultations / 個別相談 
 

This is an opportunity to have one-on-one counseling with a professional on 

topics of childcare, such as available services and hospital information. Please 

notify reception of any topics you would like to discuss in this session at the 

time you sign-up for the event.   
子育て制度や病院のことなど、子育てに関することを直接専門家に相談することが出来ま

す。相談したい内容がある方は、申込みの際にお知らせください。 
 
 

【Organizers / 主催】 

Sapporo International Communication Plaza Foundation / 公益財団法人札幌国際プラザ 

Bureau for the Future of Children, City of Sapporo / 札幌市子ども未来局 

SEMI (Sapporo English Medical Interpreters' Group) / SEMI(札幌英語医療通訳グループ) 


