
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

（４・８・17・18・20を除く）

月・火・木～土曜日
14：00～15：30

（７・17・28日を除く）

双子または
三つ子

８日（水）
9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日８日（水）～ 10 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 16 日（木）11：00 ～ 11：30

　対 0 ～ 5 歳児

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日１・15・22・29 日（水）

　　 9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

移動支援（現地集合）

　日 17 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「ベビーマッサージ」

　日 28 日（火）14：00 ～ 14：40

　対６か月前後の子ども　

　定 10 組　申８日（水）9：00 ～

親子で一緒に音楽を楽しもう！

「富里高校吹奏楽部演奏会」

　日 20 日（月）10：00 ～ 11：00

　対未就学児

　定 20 組　申８日（水）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

9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定

　　日 28 日（火）～ 31 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

　▼水あそび（雨天や気温が低いときは中止）

　　日毎週水・金曜日の午前中

　　持着替え、水着、水遊び用オムツ、

　　　バスタオル、ビーチバッグ、帽子、

　　　濡れたものを入れる袋

親子お話し会

　 ● 0 歳児

　　日 18 日（水）14：45 ～ 15：15

　 ● 0 ～ 5 歳児

　　日 15 日（水）11：00 ～ 11：30

おおきくなったね

　日 31日（金）午前と午後の「帰りの会」

　内８月生まれのお子さんの誕生日を

　　みんなでお祝いします。８月で 6

　　か月を迎えるお子さんも歓迎します。

イベント

民謡の夕べ
中部ふれあいセンター　 （91）3363

夏の夕暮れのひとときに、民謡と力強

い三味線の演奏を交え、日本の伝統文

化に触れてみませんか。

日８月 25 日（土）開演 18：00 ～

場中部ふれあいセンター

出竹謡会　

定おおむね 100 人

平成 30年度企画展
最新出土考古資料展

（公財）印旛郡市文化財センター

　 043（484）0126

日平成 31 年６月 21 日（金）まで

　10：00 ～ 16：30

※土・日曜日、祝日、年末年始は休館

場（公財）印旛郡市文化財センター

　考古資料展示室

　＜佐倉市春路１－１－４＞

内最近の発掘調査の成果を展示紹介

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８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。

児童扶養手当
子育て支援課　 （93）4497

現況届は8月中に提出を

期８月 31 日（金）まで

現在手当の認定を受けている人は、８

月１日現在の状況を「現況届」に記入

し、必要書類を添えて提出してくださ

い。この届出がないときは、８月分以

降の手当が受けられなくなります。

必要書類は世帯により異なりますので、

通知書類で確認してください。

※現在、支給停止になっている人も

提出が必要です。

他一部の人を対象に、市から６月下旬

に「児童扶養手当一部支給停止適用除

外事由届出書」を発送しました。同封

されている関係書類と現況届を一緒に

提出してください。

提出すれば、該当月以前と同様に児童

扶養手当を受給することができます。

８月は児童扶養手当の支給月

８月 10 日（金）に、４～７月分の手

当を指定口座に振り込みます。

ひとり親家庭の
医療費を一部助成
子育て支援課　 （93）4497

18 歳までの子どもがいる母子・父子家

庭世帯の人が、保健医療機関の診療や

調剤を受けたとき、その自己負担額を

一部助成しています。

なお、受給資格の更新が必要になりま

すので、8 月中に手続きしてください。

ただし、所得が一定以上あるときや生

活保護世帯は対象になりません。

持印鑑、健康保険証、通帳またはキャッ

　シュカード

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４日（土）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組　

　申前日まで　持上履き、飲み物、帽子

保育園開放　子育てひろば「バンビ」

　日 22 日（水）9：30 ～ 11：00

　対 定未就園児 15 組

　申前日まで　持上履き、飲み物、帽子

子育て相談（匿名可）

●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
（93）0155

子育て相談「キッズテレフォン」（匿名可）

　日毎週月～金曜日　10：00 ～ 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 8：00 ～ 11：00

　　●２・９・23・30 日（木）　

　　●７・21 日（火）水遊び

　　　※水遊び用オムツを用意

　　●27日（月）親子体操（６か月～３歳）

　　　※バスタオルを用意

　対 定未就園児・妊婦10組

　申前日まで

　持飲み物、帽子、タオル、着替え

日吉台幼稚園
申込 (93)4408

未就園児園庭解放

　日９日（木）、17 日（金）、21 日（火）、

　　22 日（水）、29 日（水）

　　10：00 ～ 11：30

　対未就園児　持上履き、飲み物、帽子

子育て教室　「ちびたんくらす」

　日 24 日（金）10：00 ～ 11：30

　内ボールプールあそび

　対 定未就園児 20 組　

　持上履き、飲み物、帽子、タオル、着替え

　申前日まで　

若草児童館
申込 （93）8226

じどうかん食堂　

　日 18 日（土） 12：00 ～ 14：00

　対  定子ども～大人　限定 30 食

　費中学生まで無料、その他1人200円

　他メニュー

　　ちらし寿司、夏野菜の煮物など

「サタデーベース」児童館開放

　日 25 日（土）10：00 ～ 12：00

　対 0 歳～未就学児（保護者同伴）、　

　　小学生～高校生

　持上履き、飲み物　申初回のみ前日まで

ファミリーサポートセンター個別説明
申込 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、会員同士で支えます。

日月～金曜日（祝日除く）の都合の良

　い時間に個別説明をします。（要予約）

　８：30 ～ 16：30

場葉山キッズ・ランド

仲　間　募　集

“和紙ちぎり絵教室”
申込 内田　 090(4390)2676

ぬくもりのある手すき和紙をちぎって

のりで貼り、花や風景などの和紙ちぎ

り絵を制作します。

体験見学お待ちしています。

日毎月第３木曜日　９：30 ～ 12：00

場中央公民館２階

手作りしてみませんか？
“楽陶会”
申込 押尾　 090(1124)2336

お茶碗、お皿、花瓶などを作ります。

どなたでも参加できます。

作陶日時…

８月８日（水）、17 日（金）、31 日（金）

いずれも 10：00 ～ 15：00

※作陶以外に、窯入れや釉掛けをす

る日があります。参加できる人は参加し

てください。日時は問い合わせてください。

場中央公民館　費 1,000 円（材料費など）

申前日まで

日 対全８回、土曜日に実施

8 月 18 日 9 月 １・15・29日

10 月 13・27 日 11 月 10・24 日

　市内在住の人が対象です。

①５、６歳児（初級）

　９：30 ～ 10：00

②３、４歳児　

　10：20 ～ 10：50

③５、６歳児（中級）　

　11：10 ～ 11：40

※①③は保護者同伴。

　②は保護者が一緒に参加。

平成 30 年度　第２期参加者を募集

定各回 20 人

場葉山キッズ・ランド

　　　（富里市こども館）

費１，０００円

　　　（ワークブック代）

申８月６日（月）以降、平日の

　9：00～16：00 に、電話また　

　は窓口で申し込んでください。

問葉山キッズ・ランド

　（富里市こども館）

（93）２８００

英語であそぼう
歌って踊っていつの間にか

　　　　　英語と仲良しに
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