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生活習慣病予防医療講演会
申込 健康推進課  （93）4121　

①糖尿病予防講演会

日９月１日（日）　10：00 ～ 12：00

　【受付】９：30 ～

内糖尿病を予防・コントロールする

　ために

講橘　香穂里さん（成田赤十字病院 

　糖尿病・内分泌代謝内科部長）

②脂質異常症予防講演会

日９月 29 日（日）10：00 ～ 12：00

　【受付】９：30 ～

内あなたのコレステロールは大丈夫　

　ですか

講山賀　政弥さん（成田赤十字病院 

　糖尿病・内分泌代謝内科医師）

共通事項

場保健センター２階総合健診室

　（すこやかセンター内）

定各 50 人

申電話で予約

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

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。

期８月 30 日（金）まで

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９日（金）に、４～７月分の手当

を指定口座に振り込みます。（振り込

まれる時間は金融機関によって異なり

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・妊婦 水曜日14：00～15：30

0～5歳児

月～土曜日
9：00～11：30

（3・14	・16・17・31日を除く）

月・火・木～土曜日
14：00～15：30

（6・16・29日を除く）

双子または
三つ子

14日（水）
9：00～11：30

●センター室開放時に実施

　▼身体測定　

　　日 13 日（火）～ 17 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

移動支援（現地集合）

　日 16 日（金）　10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階和室

　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

コミュニティタイム

（サークル支援・多目的室利用）

　日 21・28 日（水）

　 　9：00 ～ 11：30

　申利用日の７日前まで

親子おはなし会

　 ● 0 歳・妊婦

　　日 21 日（水）15：10 ～ 15：30

育児講座「ベビーマッサージ」

　日 29 日（木）　14：15 ～ 15：00

　対 定６ヶ月前後の赤ちゃん８組

　申 19 日（月）９：00 ～電話または 

　　 直接申し込み

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

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

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 27 日（火）～ 30 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６日（火）・８日（木）

　　　10：00 ～ 11：00

　　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

移動支援（現地集合）

　日 ２日（金）　10：00 ～ 11：30

　場北部コミュニティセンター２階和室

　対市内北部地域在住の未就学児

親子お話し会

　日７日（水）　14：45 ～ 15：05

　対 0 ～３歳児

おおきくなったね

　日 30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ヶ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

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 28 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

給食試食会

　日 28 日（水）11：00 ～

　費●子ども 1 人 100 円

　　●保護者 1 人 200 円

　対 5 組　

　申 21 日（水）まで

　他アレルギー対応はしていません。

子育て相談（来園相談・予約制）

　日毎週水曜日　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。

　日毎週火・木曜日

　　（13・15・20・27 日を除く）

　　 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

　　日１日（木）、６日（火）

　▼水遊び

　　日６日（火）

      持水遊び用オムツ、バスタオル

　▼育児講座「親子体操（柔軟・マッ

　　サージ）」

　　日 19 日（月）９：30 ～ 10：10

      対８ヶ月～３歳児

      持バスタオル

若草児童館
申込 （93）8226

乳幼児の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 10 日（土）

　　●中高大学生

　　　9：30 ～ 12：00

　　●乳幼児親子

　　  10：30 ～ 11：30

　対　定　●乳幼児親子 10 組

　　　　　●中高大学生 10 人

　費会員 100 円、会員外 200 円

　内どろんこ遊び「大きな池を作ろう！！」

　　※雨天時はダンボールあそび

　持上履き、飲み物、帽子、着替え

　申７日（水）まで

じどうかん食堂　

　日 17 日（土）12：00 ～ 14：00

　内竹を使っての流しそうめん、

　　いなりずし

　対 定子ども～大人　限定 50 食

　費中学生まで無料、

　　その他 1 人 200 円

「サタデーベース」児童館開放

　日 24 日（土）10：00 ～ 12：00

　内わかくさラボ「児童館でいろいろ  

       な実験にチャレンジしよう」

　対 0 歳～ 18 歳まで

　　※中学生以上は子どものみでの参加可

　持上履き、飲み物、帽子、タオル、着替え

　申初めて参加する人は前日まで

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 24 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

発達が気になる子どもへの
アプローチ
申込 印旛地区自閉症協会事務局  瀧本
　    ・FAX（94）0266
E a_inbachiku_c2002@yahoo.co.jp

学校、幼稚園、保育園などで子どもの

気持ちや行動をうまくくみ取れずに悩

むことはありませんか？子どもへのかか

わりのヒントを一緒に見つけましょう。

日８月 18 日（日）　10：00 ～ 12：00

場成田中央公民館講堂

　＜成田市赤坂１－１－３＞

講大森　五月さん（千葉県発達障害者

　支援センター主任相談員）

申事前に申し込んでください。

仲　間　募　集

女声コーラス
クール・ヴェール
花岡　 （92）1477

ママヨガ“はぴねす”
石川　 090(7278)3406

子連れで参加OK　ママのヨガ

日第 2・4 火曜日 10：00 ～ 11：00

　（8 月は第 1・３火曜日に実施）

場中央公民館

対未就園児と母親、母親だけの参加可

費入会金なし

　親子１回 500 円、兄弟姉妹は無料

心に響くハーモニーを求めて、楽しく

いっしょに歌いませんか！

日毎週木曜日 10：00 ～ 12：00

場北部コミュニティセンター

費入会金なし、月会費 4,000 円

日吉台幼稚園
申込 　 （93）4408

子育て教室　「ちびたんくらす」

　日７日（水）10：15 ～ 11：45

　内ペットボトルクーラー製作

　対 定未就園児 20 組　

　申前日まで　持飲み物、帽子、着替え

未就園児園庭解放

（日吉台幼稚園第 2 グラウンド）

　日８日（木）、20 日（火）、26 日（月）、

　　29 日（木）10：15 ～ 11：45

　対未就園児　持飲み物、帽子


