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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。

子ども子育てコンシェルジュ
葉山キッズ・ランド　 （93）2800

子育て家庭や妊産婦の困りごとなどに

合わせ、必要な子育て支援を受けられ

るように、情報の提供や支援の紹介な

どを行っています。葉山キッズ・ラン

ドを拠点に活動しています。

児童扶養手当の支給月
子育て支援課　 （93）4497

今月は児童扶養手当の支給月です

●振込予定日　4月11日（木）

●支給対象月

　平成30年12月～平成31年3月分

現況届を提出していない人などは支払

いができませんので、至急手続きをし

てください。

※児童扶養手当は、父または母と生

計を同じくしていない児童が養育され

る家庭の生活と自立を助ける手当で、

児童手当とは異なります。

平成 31年度の

児童扶養手当額が変わります

平成 31 年 1 月に平成 30 年平均の全

国消費者物価指数（対前年比変動率

+1.0％）が公表され、その結果、平

成 31 年度の児童扶養手当額は、次

のとおり改正されます。

H30 年度 H31 年 4月～

全部支給 42,500 円 42,910 円

一部支給
42,490 円～
10,030 円

42,900 円～
10,120 円

※第2子加算額，第3子以降加算額は、

30～100 円の増額があります。

平成 31年度の
学校給食費振替日
学校教育課　 (93)7659

各月の最終入金日までに入金をお願い

します。なお、4月分は事務処理の都

合上5月分と同時に振り替えますので、

２か月分の入金をお願いします。

最終入金日 振替日

4月分
 5月9日（木） 5月10日（金）

5月分

6月分  6月7日（金） 6月10日（月）

7月分  7月9日（火） 7月10日（水）

9月分  9月9日（月） 9月10日（火）

10月分 10月9日（水）10月10日（木）

11月分 11月8日（金）11月11日（月）

12月分 12月9日（月）12月10日（火）

1月分  1月9日（木） 1月10日（金）

2月分  2月7日（金） 2月10日（月）

3月分  3月9日（月） 3月10日（火）

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

（10・18・19・24・27日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00～15：30
（9・19日を除く）

双子または
三つ子

10日（水）
9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 8日（月）～13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

親子お話し会

　日 17日（水）

　　 15：10～15：30

　対 0歳児、妊婦

移動支援

（現地集合）

●北部コミュニティセンター２階和室

　日 19日（金）

　　10：00 ～ 11：30

　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

●中央公園イベント広場

　日 24日（水）

　　10：00 ～ 11：00

　　荒天時はセンター室開放

　内こいのぼりを作って遊ぼう

　対 1歳半位～5歳児

　持飲み物、帽子、タオル

育児講座「リトミックあそび」

　日 18日（木）

　　10：00 ～ 11：00

　対 1歳半位～5歳児　

　定 15組

　持飲み物、タオル

　申 8日（月）9：00～

歌って踊って

いつの間にか英語と仲良しに

「英語であそぼう」

　日　対全8回、土曜日に実施

　　4月27日

　　5月11日、18日

　　6月8日、22日

　　7月6日、20日、27日

　①5～6歳（初級）

　　9：30～10：00

　②3～4歳（初級）

　　※満3歳を迎えた子ども

　　10：20～10：50

　③5～6歳（初級～中級）

　　11：10～11：40

　※①③は、保護者同伴。②は保護

　者が一緒に参加

　定各回20 人

　費 1,000 円

　　（ワークブック代）

　申 4月 15日（月）～

　　9：00 ～ 16：00

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（5日を除く）

9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 23日（火）～26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

みんなで探検隊

「天神谷津大冒険」 　

　日 17日（水）10：00現地集合

　　※時間途中の参加はできません。

　　集合時間までに受付を済ませてく

　　ださい。

　　※荒天時はセンター室開放に変

　　更します。

　対おおむね2歳以上の子ども

　定先着10組

　持動きやすい服装

　申 2日（火）9：00～

おおきくなったね

　日 26日（金）午前と午後の「帰りの会」

　内 4月生まれのお子さんの誕生日 

　　をみんなでお祝いします。4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

子育て交流の場「にこにこサロン」

　日 16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

子育てサークル「おやこの森」

　日 23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

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 6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 24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

　来園相談（予約制）

　日水曜日13：00 ～ 15：00

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 23日（火）、25日（木）

　 　8：00 ～ 11：00

　　園庭のこいのぼりを眺めながら、

　　親子で楽しく遊びましょう。

　　※身体測定も実施します。

　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

　　日 23日（火）、25日（木）に実施
若草児童館
申込 （93）8226

①～③の共通事項

　時 10：15 ～ 11：30

　費年間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

　①赤ちゃん集まれ「ミルキーベビー」

　　日 17日（水）

　　対およそ生後3か月～2歳

　　内フェルトのおもちゃ作り

　②ちびっこ集まれ「ミルキールーム」

　　場　日

　　 ●若草児童館　

　　　11日（木）

　　　アンパンマンのエプロンシアター

　 　 ●北部コミュニティセンター

　　　15日（月）

　　　わくわく体操（親子ふれあい体操）

　 　 ●日吉台第7公園（雨天中止）

　　　12日（金）

　　　ジャンボしゃぼん玉作り

　　対未就学児　

　③みんなで遊ぼう「ミルキーガーデン」

　　日 12・19・26日（金）

　　　 15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。

児童館まるごと体験会

～児童館ってどんなとこ⁉～

　日 13日（土）10：00～14：00

　対乳幼児～小学生

　内ボードゲームやブロック遊び、　

　　オリジナル缶バッチ作り

　　お菓子のプレゼントあり

　他若草児童館駐車場をご利用くださ

　　い。

「ともだちクラブ」小学生児童館開放

　日 19・26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

　　（4月は無料体験、2回目以降から

　   年間保険料がかかります。別途　

　   材料費がかかることがあります。）

じどうかん食堂

　日 20日（土）12：00～14：00

　内春野菜のスープ、お花見弁当

　定限定50 食

　費中学生まで無料

　　その他1人200円


