
子育て
保育施設などの行事日程は、月を省略

していますが全て 3 月の行事です。

また、指定がない限り必ず保護者同伴

で参加してください。

3月分の学校給食費振替日
学校教育課　 (93)7659

日 3 月 11 日（月）

※ 3 月 8 日（金）までに入金確認をお

願いします。

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 （93）2800

センター室開放

0歳児・妊婦 水曜日14：00～15：30

0～5歳児

月～土曜日
9：00～11：30

（1・9・13・15・19・23日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00～15：30

（1・5・15日を除く）

双子または
三つ子

13日（水）
9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 13 日（水）～ 16 日（土）

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

葉山こども園・園庭開放

　日　内 4 日（月）10：15 ～ 11：15

　※雨天時は 5 日（火）に変更

　10：00　葉山キッズ・ランドに集合

　11：00 ～　園児との交流

　対未就園児

　持飲み物、帽子

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 6・20・27 日（水） 

　　 9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

親子お話し会

● 0 歳児、妊婦

　日 6 日（水）15：00 ～ 15：30

● 0 ～ 5 歳児

　日 14 日（木）11：00 ～ 11：30

移動支援（現地集合）

　日 15 日（金）10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階

　対市内北部地域在住の未就学児　

　他親子おはなし会も開催

育児講座「イライラしないママになる魔法」

　日 19 日（火）10：00 ～ 11：30

　対就学前の子どもの母親

　定 15 人　他託児あり

　費 300 円（当日に集金します）

　申４日（月）9：00 ～

子育て支援センター（向台こども園）
申込 （37）7070

センター室開放・園庭開放

0歳児・妊婦 木曜日14：15～15：45

0～3歳児

火・水・金曜日
14：15～15：45

土曜日
13：00～15：00

0～5歳児
火～土曜日（19日を除く）

9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 26 日（火）～ 29 日（金）　

　▼育児相談（来園・電話相談）

　　日随時

　　申個別相談希望は前日まで

親子お話し会

 　日 13 日（水）11：00 ～ 11：30

　対 0 ～５歳児

おおきくなったね

　日 29 日（金）

　　午前と午後の「帰りの会」

　内 3 月生まれのお子さんの誕生日 

　　をみんなでお祝いします。3 月で

　　６か月を迎えるお子さんも歓迎。

富里保育園
申込 （93）0155

保育参加「つくしんぼ広場」

　日随時実施　9：30 ～ 12：00

　対 定未就園児、妊婦。各年齢 2 組

　申希望日の１週間前まで

子育てサークル「おやこの森」

　日 12 日（火）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで

子育て交流の場「にこにこサロン」

　日 19 日（火）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組　

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで

子育て相談

　「キッズテレフォン」（匿名可）

　日月～金曜日

　　10：00 ～ 15：00

　　 ®0120（733）525

こひつじ保育園
申込 (93)1048

子育て交流の場　「さろんバンビ」

　日２日（土）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

　日 13 日（水）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　持上履き、飲み物、帽子

　申前日まで

子育て相談（匿名可）

●来園相談（予約制）

　日水曜日　13：00 ～ 15：00

●電話相談「テレフォンバンビ」

　日月～金曜日　13：00 ～ 15：00

　　 ®0120（765）767

青空保育園
申込 （91）6151

保育園開放「どんぐりクラブ」

　随時、育児相談にも応じます。

　日 5 日（火）、7 日（木）、19 日（火）

　 　8：00 ～ 11：00

　対 定未就園児、妊婦10組

　持飲み物、帽子、タオル、着替え

　申前日まで

　▼身体測定（保育園開放時）

　　日５日（火）、７日（木）に実施

太子幼稚園
申込 （93）3291

E fwkt3763@mb.infoweb.ne.jp

太子幼稚園　富里

太子幼稚園文庫　「お話会」

　日 20 日（水）

　　14：30 ～ 16：00

　内素話、絵本、詩、ミニシアター上

　　映会「ブレーメンの音楽隊」など

　対お話しを楽しめるようになった親子

子育て相談（匿名可）

●来園相談（予約制）

　対 2 歳～就学前の子どもの保護者

　申ホームページまたはメール

児童扶養手当とは、父母の離婚などにより、父または母、もしくは親に代わっ

て児童を養育している人に支給される手当で、児童（※）を養育する家庭

の生活安定と自立促進に資することを目的としています。

手当を受けるには申請が必要です。詳しくは問い合わせてください。

※児童とは 18 歳に達する日以後、最初の３月 31 日までをいいます。（身

体または精神に一定の障がいを有する児童は 20 歳未満まで対象）

対次のいずれかに当てはまる児童を監護または養育している人

　ただし、所得制限を超えているなど　手当を受けられない場合もあります。

●父母が離婚した後、父（母）と生計を同じくしていない児童

●父または母が死亡した児童　 ●父または母が重度の障がいの状態にある児童

●父または母の生死が明らかでない児童

●父または母から１年以上遺棄されている児童

●父または母が裁判所からの DV 保護命令を受けた児童

●父または母が 1 年以上拘禁されている児童

●母が婚姻によらないで懐胎した児童　 ●父母とも不明である児童

額手当月額（平成 30 年 8 月～）※改定があります

支給児童数 全部支給 一部支給

1 人 42,500 円 　受給者の所得に応じて 42,490 円～ 10,030 円

2 人 52,540 円 　10,030 円～ 5,020 円を加算

3 人 1 人増加するごとに 6,020 円～ 3,010 円を加算

児童扶養手当 子育て支援課　 (93)4497

若草児童館
申込 （93）8226

①～③の共通事項

　時 10：15 ～ 11：30

　費年間 500 円

　　（保険料・材料費など、初回無料）

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申初回のみ前日まで

　①赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　　日６・13 日（水）

　　対およそ生後 3 か月～ 2 歳

　　内手遊び、読み聞かせ

　②ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

　　場　日

　　 ●若草児童館　

　　　14 日（木）

　 　 ●北部コミュニティセンター

　　　４・11・18 日（月）

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　１・８日（金）

　　対未就学児　

　　内体操、工作など

　③みんなで遊ぼう「ミルキーガーデン」

　　日 1・8 日（金）

　　　4・11・18 日（月）

　　対未就学児

　　内おもちゃや絵本などで自由に

　　　遊べます。

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日 1・8 日（金）

　　16：00 ～ 17：00

　対小学生

　申前日まで

　費年間保険料 1 人 500 円

　　（初回無料。別途材料費がかかる

　　ことがあります。）

ちびっこ集まれ

みんなでたのしく遊ぼう‼
　日 7 日（木）

　　10：15 ～ 11：30

　場中央公民館　対未就学児

　内手遊び、とび箱、マットを使った

　　体操、アンパンマンのエプロンシ

　　アター

　申 4 日（月）まで

ファミリーサポートセンター
会員募集
申込 ファミリーサポートセンター

(92)2452

子育ての援助を受けたい人（利用会員）

と援助ができる人（提供会員）が、会

員となり、センターが仲介して会員同

士で支え合います。

内保育施設への送迎、

　一時的な預かりなど（有償）

対 ●利用会員

　　市内在住または在勤で、１歳～小

　　学校６年生までの子どもと同居し

　　ている親族の人

　 ●提供会員（※）

　　市内在住で心身ともに健康な人

　 ●両方会員（※）

　　利用と提供を兼ねる人

　（※）基礎研修あり
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