
さらなる救命率の向上を目指して
高規格救急自動車を更新
消防総務課　 (92)1314

消防署に配備している高規格救急自動

車を更新し、2月 23日から運用を開

始しました。

この救急自動車は、応急処置や救急救

命処置のための最新資器材や、搬送中

の振動を軽減する防振ベッドを装備す

るなど、応急処置や傷病者の安全な搬

送に配慮した設計としています。

今後も救命率の向上と安全で迅速な救

急活動に努めます。

都市計画マスタープラン
第３回地域別懇談会
申込 都市計画課　 (93)5147

都市計画マスタープランの見直しは、

これまで2回の懇談会を経て、地域別

構想の素案を作成しました。

この素案を基に、次のとおり第3回の

地域別懇談会を開催します。

地域別 日　時 場　所

北部
4月21日（土）
13：30～

北部コミュニティ
センター1階研修室

南部
4月22日（日）
  9：30～ すこやかセンター

2階会議室1
中部

4月22日（日）
13：30～

申 4月 18日（水）まで

市民活動総合補償制度
市民活動推進課　 (93)1117

市民の皆さんが、安心してボランティ

ア活動や市民活動ができるよう、市が

保険料を負担し、活動中のけがや損害

賠償を補償する制度があります。

内傷害補償、損害賠償補償

対〇ボランティアセンターに登録した個人

　〇区・自治会などで活動を行う人、

　　市民活動に参加した人

子育て
保育施設の行事日程は、月を省略して

いますが全て4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。

病児・病後児保育
子育て支援課　 (93)4497

病児・病後児保育とは、子どもが病気

になり、集団保育や家庭での保育が困

難な期間、市が委託する施設で子ども

を一時的にお預かりする事業です。

利用するためには、子育て支援課で事

前登録が必要です。また、登録済みの

人は、年度更新が必要です。

日月～水、金曜日　8：30～18：00

　木曜日　　　　　8：30～12：00

　（祝休日、年末年始などを除く）

場病児・病後児保育施設「ピッピ」

　七栄653－73（龍岡クリニック内）
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児童扶養手当
子育て支援課　 (93)4497

■今月は児童扶養手当の支給月

現況届未提出の人などへは支払いがで

きません。至急提出してください。

振込予定日…4月 11日（水）

支給対象月…

　平成 29年 12月～平成 30年 3月分

■平成30年4月以降の月額

30年度 29年度

全部支給額 42,500 円　 42,290 円　

一部支給額
10,030 円～
42,490 円　

  9,980 円～
42,280 円　

第2、3子以降加算額に、10～ 50円

の増額があります。

子ども子育てコンシェルジュ
葉山キッズ・ランド　 (93)2800

子育てに関する相談や保育サービスに

ついての情報提供など、保護者が保育

サービスを十分に活用できるよう、葉

山キッズ・ランドに子ども子育てコン

シェルジュを設置しています。

各地区社会協議会などへも巡回し、相

談を受け付けています。

子育て支援センター（葉山キッズ・ランド）
申込 葉山キッズ・ランド　 (93)2800

センター室開放

0歳児・妊婦 毎週水曜日14：00～15：30

0～5歳児

毎週月～土曜日
 9：00～11：30

（18・20・26・27・28日を除く）

毎週月・火・木～土曜日
14：00～15：30

（10・20日を除く）

双子または
三つ子

18日（水）
9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 18日（水）～21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

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 4・11・25日（水）

　　9：00～11：30

　申前日まで

親子お話し会

　日 19日（木）11：00～11：30

　対未就学児

移動支援・親子お話し会（現地集合）

●北部コミュニティセンター

　日 20日（金）10：00～11：30

　対市内北部地域在住の未就学児

●中央公園イベント広場

　日 27日（金）10：00～11：00

　　雨天・強風時はセンター室開放に変更

　内こいのぼりを作って遊ぼう

　対未就学児

　持飲み物、帽子、タオル

育児講座

　日 26日（木）10：00～11：00

　�内ボランティアグループ「ぴょん

ぴょんクラブ」による「リトミック

あそび」

　対 定未就学児20組

　持飲み物、タオル

　申 9日（月）9：00～前日まで

子育て支援センター（向台こども園）
申込 向台こども園　 (37)7070

センター室開放・園庭開放

0歳児・妊婦 毎週木曜日14：15～15：45

0～3歳児

毎週火・水・金曜日
14：15～15：45

毎週土曜日13：00～15：00

0～5歳児
毎週火～土曜日
9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　日 24日（火）～27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 18日（水）11：00～11：30

　対 2、3歳児

みんなで探検隊

　日 25日（水）10：00集合

　　受付9：00～

　　雨天・強風時はセンター室開放に変更

　内馬を見にいこう

　対 定おおよそ2歳児以上の子ども10組

　持飲み物、帽子、タオル、着替え、

　　動きやすい服装

おおきくなったね

　日 27日（金）

　　午前と午後の「帰りの会」の時間

　内誕生日を一緒にお祝いします

　対 4月生まれの子ども

こひつじ保育園
申込 　 (93)1048

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

　日 25日（水）9：30～11：00

　対 定未就園児15組　申前日まで

子育て相談

●来園相談（予約制）

　日毎週水曜日　13：00～15：00

●電話相談「テレフォンバンビ」

　日毎週月～金曜日　13：00～15：00

　 ®0120（765）767

富里保育園
申込 　 (93)0155

子育て交流の場「にこにこサロン」

　日 17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

保育園開放「おやこの森」

　日 24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）

　日毎週月～金曜日　13：00～15：00

　 ®0120（733）525

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 17日（火）・19日（木）・

　24日（火）・26日（木）

　8：00～11：00

対 定未就園児、妊婦10組

持飲み物、帽子、着替え

申前日まで

●身体測定（保育園開放時）

　日 17日（火）、19日（木）のみ実施

若草児童館
申込 　 (93)8226

みんな集まれ「ミルキー！」

●共通

　時 10：15～11：30

　費年間1人1,000 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

●ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

若草児童館 12・19・26日（木）

北部コミュニティ
センター

16日（月）

日吉台第7公園
（雨天中止）

13・20・27日（金）

　対未就学児

●みんなで遊ぼう「ミルキーガーデン」

　日 13日・20日・27日（金）

　　 16日（月）

　対未就学児

●赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　日 18・25日（水）

　対およそ生後3か月～2歳の子ども

乳幼児親子と中高大学生の皆さんの

出会い・ふれあい・交流の広場

　日 21日（土）10：15～11：30

　　中高大学生は9：30～12：00

　内かけっこや玉入れなど運動会ごっこ

　対 定乳幼児親子10組

　　　中高大学生10人

　費子ども1人会員100 円、

　　会員外200 円

　持上履き、飲み物　

　申 18日（水）まで

「わかくさ広場」児童館ってどんなとこ？

　日 7日（土）10：00～12：00

　内スタンプラリーですてきな景品を

　　ゲットしよう

　対 定小学生20人

　持上履き、飲み物、エプロン、

　　三角巾、マスク

　申 3日（火）まで

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日 17・24日（火）16：00～17：00

　対小学生

　費 5月以降年間保険料1人500 円

　　（別途工作材料費がかかることが

　　あります）

　申前日まで

「サタデーベース」

　日 28日（土）10：00～12：00

　内児童館の絵本を自由に読んだり、

　　遊具で遊んだりできます。勉強ス

　　ペースもあります。

　対 0歳～未就学児、小学生～高校生

　　小学生以上は保護者同伴不要

　持上履き、飲み物、帽子、タオル

　申初回のみ前日まで

ファミリーサポートセンター説明会
ファミリーサポートセンター　 (92)2452

地域の皆さんの力を借りて子育てをお

手伝いする組織です。

子育ての援助を受けたい人と子育ての

援助ができる人が会員になり、会員同

士で支え合います。

日 4月 4日（水）10：00～11：00

場葉山キッズ・ランド


