
▶ ところ　市立保健センター   ▶受付時間　午後1時～1時30分
健診日の約3週間前に問診票を送付します。健診当日にお持ちくだ
さい。※感染症（はしか・水痘・手足口病・とびひなど）の疑いがあ
る乳幼児は日程変更の連絡をお願いします。▶問合せ　地域保健課

乳幼児健康診査

予防接種
▶ところ　市立保健センター　▶時間　午後2時～3時
予防接種を受けるときは「予防接種の手引き」をよく読み、必
ず「母子健康手帳」と「子ども医療証」など住所が確認できるも
のをお持ちください。▶問合せ　地域保健課

図書館からのお知らせ
親子で楽しむおはなし会　あかちゃんタイム
　絵本とわらべうたで遊んで、笑顔いっぱいになりませんか。
▶とき　4月12日㈭・5月10日㈭　午前10時30分～、10時
50分～、11時10分～（受付　午前10時～11時）  
▶定員　各回12組
えほんのゆりかご
　あかちゃんと絵本を楽しむために、おすすめの絵本の紹介や
楽しみ方など、絵本ボランティアがサポートします。
▶とき　毎週火曜日　午前10時～11時30分　申し込み不要
上記２つとも　▶ところ　松原図書館　▶対象　0～3歳の
子どもとその保護者　▶問合せ　松原図書館
あかちゃんからのおはなし会
恵我図書館　4月11日㈬　午前11時～
情報ライブラリー　4月24日㈫　午前10時30分～
▶問合せ　各図書館
※上記の他にも図書館ではさまざまな行事を行っています。
詳細は36・39ページをご覧ください。

4月 5月 対象

BCG 2日㈪
19日㈭

17日㈭
31日㈭

生後3月～生後1歳に至
るまでの間の者

種類 とき 対象

4か月児
健康診査

4月9日㈪ 平成29年12月1日～15日生
4月23日㈪ 平成29年12月16日～31日生
5月7日･21日㈪ 平成30年1月生

1歳7か月児
健康診査

4月3日㈫ 平成28年9月1日～15日生
4月17日㈫ 平成28年9月16日～30日生
5月8日･15日㈫ 平成28年10月生

2歳児
歯科健康診査

4月5日㈭ 平成28年4月生
5月10日㈭ 平成28年5月生

2歳6か月児
歯科健康診査

4月26日㈭ 平成27年10月生
5月24日㈭ 平成27年11月生

3歳6か月児
健康診査

4月6日㈮ 平成26年10月1日～15日生
4月20日㈮ 平成26年10月16日～31日生
5月11日･18日㈮ 平成26年11月生
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■ 支給額が変更になります
　児童扶養手当と、特別児童扶養手当の支給額
が、4月分から改正されます（支給は8月10日）。

■ 今月は支払い月です　
　ひとり親家庭などを対象とする児童扶養手
当と、障害のあるお子さんを養育されている
家庭などを対象とする特別児童扶養手当を4
月11日㈬に振り込みます（平成29年12月分
～平成30年3月分）。受給されている人は口
座への入金を確認してください。なお、現況
届・所得状況届を子ども未来室へ提出されて
いない場合は入金されませんのでご注意くだ
さい。

児童扶養手当･特別児童扶養手当

【問】子ども未来室

児童扶養手当
全部支給 一部支給

現行 42,290円 42,280円～9,980円
改正後 42,500円 42,490円～10,030円

特別児童扶養手当
障害1級 障害2級

現行 51,450円 34,270円
改正後 51,700円 34,430円

児童福祉給付金の申請は
4月20日までに！

　市内在住1年以上のひとり親家庭などで平成30年4月に小
学校に入学する児童を対象に、児童福祉給付金を支給します。
下記の「受給資格」をご確認のうえ申請をお願いします。な
お、不明な点については子ども未来室までお問い合わせくだ
さい。
【受給資格】4月に小学校に入学する児童を養育している人
で、平成30年4月1日時点で①～④すべての条件を満たす人
①児童扶養手当を受給しているもしくは受給することができ
る人またはひとり親家庭の医療証の交付を受けている人②対
象児童が、引き続き1年以上市内に居住していること③生活
保護を受けていない人④中国残留邦人などの円滑な帰国の促
進並びに永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給
付を受けていない人※申請後であっても支給の決定までに、
受給資格①～④に該当しなくなったときや対象児童が市に居
住しなくなったときは支給できません。
【給付内容】対象児童1人につき2万5000円【申】4月2日㈪～
20日㈮まで（土・日曜日は除く)に印鑑、申請者(受給者)名義
の通帳、健康保険証(受給者および対象児童分)を持参し、子
ども未来室へ。21日以降の申請は受付不可。
※下記の日程で夜間も受け付けします。
◎夜間受付（午後8時まで）4月10日㈫・12日㈭
【問】子ども未来室

直通電話の記載のない部署・閉庁時は市役所代表へ
市役所代表　☎334－1550 子ども未来室（家庭支援係）　☎337－3118
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子育て応援コーナー 子育て関連の情報盛りだくさん！
広報まつばらに載せきれない情報は「まつばら子育てネット」に掲載しています。

教室名・講座名 とき ところ 対象・定員 申込み ㌽
地域保健課
マタニティスクール
（妊娠中の過ごし方の話・沐
浴実習・妊婦同士の交流など）

4月11日･25日･5月16日㈬
午後1時10分～4時  全3回

市立　
保健センター

妊婦、先着20人

電話で地域保健課へ。 0
パパママ教室
（沐浴実習・パパの妊婦体験
など）

5月20日㈰　
午後1時10分～3時30分

妊婦とその家族、
先着20組

妊婦の歯科健康診査
（歯科健診、妊娠中と赤ちゃ
んの歯の話など）

4月25日㈬
午後1時10分～3時30分 妊婦、先着15人

なごみ・わいわい・あいあい・キラキラひろば、子育て支援センターのびのび・わくわく・あいあい・キラキラ

赤ちゃんの会
（離乳食の会）

●あいあい　4月13日㈮　午前10時～11時　
●キラキラ　4月19日㈭　午後2時～3時
●わくわく　4月26日㈭　午後2時～3時

3カ月～1歳すぎまでの
子どもと保護者、各回
先着10組

4月6日㈮　午後1時～
電話で各支援センターへ。
※申し込みはいずれか1回。

1

赤ちゃんの会
（ベビーマッサージの会）

4月25日㈬　
午前10時～11時 のびのび 3カ月～1歳すぎまでの

子どもと保護者 予約不要 1

プレママの会
「赤ちゃんの会の見学」 赤ちゃんの会の欄をご覧ください 妊婦さん 電話で随時各子育て支援

センターへ。 0

0歳さん集まれ－！ ●あいあい　4月12日㈭　午後2時～3時
●わくわく　4月16日㈪　午後2時～3時

3カ月～1歳未満の子ど
もと保護者、
先着20組

4月4日㈬　午後1時～
電話で各支援センターへ。
※申し込みはいずれか1回。

1

1歳さん集まれ－！
●キラキラ　4月10日㈫　
●あいあい　4月16日㈪
●わくわく　4月23日㈪

1歳～2歳未満の子ど
もと保護者、各回先着
15組

4月3日㈫　午後1時～
電話で各支援センターへ。
※申し込みはいずれか1回。

1

2歳さん集まれ－！
●キラキラ　4月12日㈭
　　　　　　午前10時30分～11時30分
●のびのび　4月17日㈫　午前10時～11時

2歳～3歳未満の子ど
もと保護者、各回先着
10組

4月5日㈭　午後1時～
電話で各支援センターへ。
※申し込みはいずれか1回。

1

3歳さん集まれ－！ 4月6日㈮　
午前10時30分～11時30分 キラキラ 3歳～未就園の子ども

と保護者 予約不要 1

 子育て講座
「手ぬぐいで作るアームカ
バー」

4月18日㈬　
午前10時～11時 あいあい 3カ月～未就園の子ど

もと保護者、先着10組
4月9日㈪　午後1時～
電話であいあいへ。 1

子育て講座 
「ダンボールで作るガチャ
ガチャ」（費用200円程度）

4月19日㈭　
午前10時～11時 わくわく

1歳～未就園の子ども
の保護者、先着10組
（保育あり）

4月10日㈫　午後1時～
電話でわくわくへ。 1

子育て講座 
「こどもの日を楽しみま
しょう」

4月25日㈬
午前10時30分～11時30分 キラキラ

3カ月～未就園の子ど
もと保護者、先着20組

4月11日㈬　午後1時～電話
でキラキラへ。※なごみの
ひろばの講座との重複不可

1

子育て講座 
「こいのぼり製作」 
※午前はひろばを閉館します。

4月26日㈭
午前10時30分～11時30分 なごみのひろば

4月12日㈭　午前10時～
直接なごみのひろばへ。
※キラキラひろばの講座
との重複不可。

1

子育て講座 「アンパンマン
の鈴おとし」（要費用）

4月27日㈮
午前10時～11時

はーとビュー
※問い合わせは
　のびのびへ

3カ月～未就園の子ど
もと保護者、先着10組
（保育あり）

4月17日㈫　午後1時～
電話でのびのびへ。 1

赤ちゃんがきた！親子の
絆づくりプログラム（愛称
BP）要費用（テキスト代
864円）

5月15日･22日･29日･6月5
日㈫　連続4回
午後1時30分～3時30分

キラキラ 第1子2カ月～5カ月の
母子、先着15組

5月11日㈮　午後5時まで
に電話でキラキラひろばへ。

参加
毎
1

●のびのび
おしゃべりサロン
4月9日㈪　午前10時～11時
おでかけおしゃべりサロン
城連寺コミュニティセンター　4月20日㈮　午前10時～11時
●わくわく　
わくわくひろば（支援室開放日） ※予約不要
4月3日･17日･24日㈫　午前10時～正午

わくわく赤ちゃんひろば（支援室開放日） ※予約不要
4月9日㈪　午前10時～正午
4月27日㈮　午後2時～4時
●その他
あおぞら保育（雨天中止） ※予約不要
◎立部公園　4月3日㈫　◎一津屋東公園　4月13日㈮
◎北新町大池公園　4月23日㈪
　いずれも午前10時30分～11時30分

子育て支援センターのびのび・わくわく・あいあい・キラキラその他の催し　

いずれも午前10時
30分～11時30分

教室名・講座名 とき ところ 対象・定員 申込み ㌽
清水保育園

カフェいこいの空間 4月12･16･19･23･26日（月･
木曜日5回） 午前10時～11時 清水保育園 0歳～就学前の子ども

と保護者 不要
参加
毎
1

親子茶道教室 4月24日㈫　午前9時30分
開始（受け付けは午前9時～）清水保育園 同上、先着20組 不要 3

ともだちひろば in 岡 4月12･19･26日㈭
午前10時～11時 岡公民館 0歳～就学前の子ども

と保護者 不要 1

ぴぃ～すKIDS（まつばら駅前おおぞら保育園）

こいのぼり製作 4月18日㈬
午前10時～11時30分

まつばら駅前
おおぞら保育園

未就園の子どもと保
護者、抽選10組

4月3日㈫～5日㈭　
午前10時～午後5時の間に
電話受付

3

子育て講習会
2回連続講座　
『SAZAEさんといっしょ』

1回目：5月8日㈫　2部制
午前10時～10時45分
午前11時～11時45分
2回目：6月12日㈫
午前10時～11時30分

1回目  SAZAE by 
session
2回目  まつばら
駅前おおぞら保
育園

未就園の子どもと保
護者、抽選8組

4月16日㈪～17日㈫　
午前10時～午後5時の間に
電話受付

参加
毎
3

NIKO（ニコ）ひろば（こみゅにてぃーひろばNIKO内）　ひろば開催日　月～水・金・土曜日　午前10時～午後4時

ときめき片づけ体験講座 4月13日㈮
午前10時30分～11時30分 NIKO（ニコ）

ひろば

0歳～就学前の子ども
と保護者、12組

4月6日㈮以降　午前10時～
午後4時の間に電話受付 3

お誕生日会　
※NIKOひろば同時開催

4月25日㈬
午前10時30分～11時30分

0歳～就学前の4月生
まれの子どもと保護者 不要 1

公立保育所：午前9時30分～11時　　公立幼稚園：午前9時30分～10時30分　（松原西幼稚園のみ午前10時30分～11時30分）
私立保育園・認定こども園：開放時間は園によって異なります

幼稚園や保育所に通っていない就学前の子どもを
対象に園庭などを開放しています。　
問合せ　各保育所（園）、幼稚園

4月の
園庭開放 ※ポイントは1Pです

問合せ　地域保健課（☎337－3125、3126）　子ども未来室（☎337－3118）　子育て支援センターのびのび（☎　
333－6977、 あり）　子育て支援センターわくわく（☎　 335－6119、  なし）  子育て支援センターあいあい（☎
　332－8760、 なし）　キラキラひろば（☎　 330－0301、  なし）　清水保育園（☎335－1050、　330－1152、
http://www.simizu.or.jp/、 なし)　まつばら駅前おおぞら保育園（☎338－0288、　 330－6039、http://www.
shoutokukai.net/、 なし)　NIKO（ニコ）ひろば（☎　 330－2511、　 なし）　松原図書館（☎334－8060）　

施設名 開放日 雨天 施設名 開放日 雨天 施設名 開放日 雨天 施設名 開放日 雨天

第2保育所
☎331－7846 12日･26日㈭ × 第3保育所

☎332－8763 11日･25日㈬ × 第4保育所
☎335－5660 13日･27日㈮ × 第7保育所

☎335－6116 13日･27日㈮ ×

松原幼稚園
☎332－0497 26日㈭ ○ 四つ葉幼稚園

☎332－0015 24日㈫ ○ 恵我幼稚園
☎332－0812 23日㈪ ○ 三宅幼稚園

☎332－4638 26日㈭ ○

松原西幼稚園
☎333－0130 18日㈬ ○ まつかぜ幼稚園

☎335－7800 19日㈭ ○

岡町学園
☎334－5116 10日㈫ × 清水保育園

☎335－1050
10･17･
24日㈫ ○ 新堂保育園

☎332－7707 10日㈫ × ピヨピヨ保育園
☎333－8066 19日㈭ ○

まつばら駅前おおぞら
保育園 ☎338－0288 25日㈬ × 松原保育園

☎337－9477 19日㈭ ○ 天美保育園
☎332－0341

今月は
ありません － 青い鳥学園

☎332－0580
今月は
ありません －

ことり保育園
☎349－6144

今月は
ありません － 天美北保育園

☎339－1750
今月は
ありません － 松原カリーノ保育園

☎334－6080 17日㈫ × 宮前つばさ幼稚園
☎337－0283 27日㈮ ×

アミリア保育園
☎336－0606 24日㈫ ○ みつばち保育園

☎336－4900
今月は
ありません － 阿保くすの木保育園

☎336－8928 10日･24日㈫ × うえだおおぞら保育園
☎337－6051 17日㈫ ×

松原ひかり幼稚園
☎332－1648

11･18･25日
㈬･21日㈯ × 美和幼稚園

☎333－1775
今月は
ありません － 木の実幼稚園

☎337－1580
今月は
ありません －


