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五児童館ガイド （5月） 各行事については申込が必要な為、各児童センターまでお問い合わせください。

時間：午後2時～5時30分まで じゃんけんぽん 問合せ：我如古児童センター☎897-6767

ミニじどうかん じゃんけんぽん（5月）以下の公民館で行います。
野１区 23日(木)　野３区 22日(水)　普1区 10日（金）・24日（金）
普３区 8日(水)　宜野湾 20日(月)　長田 9日（木）　真志喜 13日
（月）・27日(月)　真栄原 1日(水)・15日（水）・29日（水）　我如古 31
日（金）　嘉数 2日(木)・16日（木）・30日（木）　嘉数ハイツ 17日（金）

健康・福祉だより

　平成25年4月1日より、①低体重児の届出の受理 ②未熟児の訪問指導 ③未熟児養育医療制度の業務が県より
市町村へ移譲されました。宜野湾市では健康増進課が担当します。
　①低体重児の届出とは？
　　2500グラム未満の赤ちゃんが生まれた場合、親子健康手帳に折り込まれているハガキなどで
　　速やかに届け出る必要があります。市は届出を受けて育児支援の要否を判断します。
　②未熟児の訪問指導とは？
　　未熟児について保健師などが保護者を訪問し、養育上の必要な育児支援を行います。
　③未熟児養育医療制度とは？
　　2000グラム以下の赤ちゃん、または身体機能が未熟なため入院を必要とする未熟児に対して、
　　指定医療機関における医療費を公費で負担する制度です。なお所得に応じて自己負担があります。
　　※詳しくは健康増進課へお問い合わせください。

市民図書館ガイド（5月） 1897－4646
＜定例おはなし会＞　１階・おはなしのくに　
１１日（土）　１４時　　　　おはなしの木の会（２階展示室）
１５日（土）　１５時３０分　読み聞かせサークル「ムク」
１８日（土）　１５時３０分　絵本を楽しむ会「麦の穂

　公立・認可保育所（ 園） の保育料は、前年の所得税課税額等により決定されますが、平成23年度より、保育料の算
定に際し「婚姻によらないで父・母となった世帯」に対して、寡婦(夫)控除のみなし適用を行なっています。手続きの
方法等については保育課までお問合せください。
●寡婦(夫)控除って何？ → 夫(妻)と死別、あるいは離婚後に婚姻をしていない方に対し、一定の条件を
　　　　　　　　　　　　 満たす場合所得控除が受けられる制度です。

＜定例映写会＞　2階・カルチャーホール　
１１日（土）　１５時３０分　『中城赤尾小　小太郎劇』（７５分）
２５日（土）　１４時　　　　『名作童話大全集７』（３５分）
４月２７日（土）から市民図書館２階展示室にて廃棄資料（雑誌）の
譲渡会を行います。詳しくは図書館ホームページまたは館内の案
内チラシをご覧ください。

子育て・教育のコーナー

1２日（日）

２３日（木）
２日（木）・９日（木）・２２日（水）

１４日（火）

１６日（木）

７日（火）・２１日（火）
１５日（水）・２９日（水）

子育てガイド （5月）☎８９８－５５８３

９時～１１時・１３時～１４時４５分

１３時１５分～１４時

１３時１５分～１４時３０分
１３時１５分～１４時45分

時間等は、お問合わせください。

１０時～１１時

１３時３０分～１３時４５分

１３時３０分～１３時４５分

乳児一般健診

母子関係の健診・教室
(場所：宜野湾市保健相談センター) 受付時間

1歳６ヶ月児健診
２歳児健診
3歳児健診
ふたば母子健康相談

１０日（金）・１7日（金）コアラ倶楽部（育児学級）

マンマン教室
（離乳食教室）

のびっこ親子教室

健康・福祉だより

《大山児童センター　　TEL・FAX  890-0015》
下校時～１７時
１４時～１６時
１６時～１７時

１６時３０分～１７時
１４時～１６時
　９時～１２時

１０日（金）
１１日（土）
１３日（月）
１５日（水）
１８日（土）
２５日（土）

１日（水）
８日（水）
９日（木）
１０日（金）
１３日（月）
１７日（金）
２１日（火）
２３日（木）
２５日（土）

軽スポーツ
一輪車検定

母の日★プレゼント作り
着付け＆おりがみ教室
映写会 (ビデオ上映 )
お手玉作り＆あそび
手作り教室
なわとび検定
５館交流会

１６時～１７時
１６時～１７時

１５時３０分～１７時
１５時３０分～１７時
１５時３０分～１７時
１５時３０分～１７時
１５時３０分～１７時
１６時～１７時
　９時～１２時

母の日制作
クッキング
軽スポーツ
詩吟・紙芝居
映写会

５館交流会

《新城児童センター　　TEL・FAX  892-8888》《大謝名児童センター　　TEL・FAX  897-4117》
１５時３０分～１７時３０分

１６時～１７時
１４時～１６時
９時３０分～１２時
１６時～１７時３０分
１６時～１７時３０分

１０日（金）
１５日（水）
１８日（土）
２５日（土）
２７日（月）
２８日（火）

母の日プレゼント製作
一輪車検定
軽スポーツ
５館交流会
パソコン教室
パソコン教室

《我如古児童センター　　TEL・FAX  897-6767》
１６時～１７時

（土曜日のみ14時～15時）
1４時～１６時

９時３０分～１２時
１６時３０分～１７時３０分

7日（火）～１１日(土 )

１８日（土）
２５日（土）
３１日（金）

母の日のプレゼント作り

わくわくクッキング
５館交流会
軽スポーツ

１６時３０分～１７時３０分
１０時～１２時

１６時３０分～１７時３０分
９時～１２時

《赤道児童センター　　TEL・FAX  892-3397》
母の日プレゼント作り

クッキング
スポーツ
５館交流会

１０日（金）
１８日（土）
２３日（木）
２５日（土）

　　　　　申込用紙に必要事項を記入の上、お子さんの写真をメールまたは直
接持参してください。※申込用紙は秘書広報課窓口または市のHPにて配布。詳細
は市HPをご覧ください。問合せ：秘書広報課☎８９３－４４１１（内線４２４）
Kikaku02@city.ginowan.okinawa.jp
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申込方法

未熟児養育医療制度などの窓口業務開始のお知らせ

問合せ：保育課 保育児童係　☎８９３－４４１１ 内線１７６～１７８

問合せ：健康増進課（保健相談センター）☎８９８－５５８３

我如古 空来 くん  9か月 （真栄原） 
が　ね　こ　 そら い

真喜志 果穂 ちゃん  3 歳 （野嵩）
ま　き　し　　か　ほ オルティーズ亜大夢

ジョールジュニア くん  1 歳（新城）

あ   だ   む

問合せ：市社会福祉協議会　☎８９２－６５２５

障がい者の｢自動車免許取得」
並びに｢自動車改造費｣の助成事業について

　障がい者の就労等の社会参加と自立促進を目的に「自動車免許
取得」または「自動車改造」費用の一部助成事業の募集を行います。
対　象
　　自動車免許取得：市内に居住する自動車免許取得資格のあ
　　る方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手
　　帳の交付を受けている方。
　　自動車改造：市内に在住する身体障害者手帳の交付を受け
　　ている方で、重度の上肢、下肢又は体幹機能障害がある方。
　※助成枠及び助成限度額、別条件等がありますので、詳しくは
　　下記までお問い合わせ下さい。
申請期間 ４月２２日（月）～５月２４日（金）
（応募多数の場合は書類選考にて決定します。）

問合せ：市社会福祉協議会  ☎892-6525

　聴覚障がい者の生活や福祉制度等について理解し、日常生活
に必要な手話を楽しく学びませんか？
対象　手話奉仕員養成講座（入門課程）を修了した方。
　　　講座修了後は手話サークルで活動し、手話奉仕員派遣事
　　　業に協力できる方。
受講期間　平成25年5月8日（水）～平成26年2月12日（水）
　　　　　毎週水曜日　19:00～21:00
募集定員　２０名程度　定員に達し次第、締め切ります。
場所　市社会福祉センター　2階ホール　
受講料　無料（但し、ボランティア保険代300円・
　　　　テキスト代は自己負担）
申込締切　4月30日（火）まで
申込方法　下記まで電話にてお問い合わせください。

手話奉仕員養成講座（基礎講座）受講生募集

保育料の減免（寡婦控除のみなし適用）について保育料の減免（寡婦控除のみなし適用）について

　子どもの健やかな成長と福祉の向上を図るため、毎年５月５日
から１１日までの一週間を「児童福祉週間」と定めています。
　国や地方公共団体、学校、児童福祉施設等及び地域社会等が
一体となり、児童福祉の理念の普及・啓発や子どもたちを対象と
したいろいろな催しが行われます。各家庭でも、子どもの夢、未
来の希望など親子で話し合う機会を設けましょう。

児童福祉週間の取り組み
●２０１３年度こいのぼり掲揚式
◇とき：4 月2４日（水） １０：００
◇ところ：市役所本庁玄関前
●市内放課後児童クラブ（学童）写真展
●放課後児童クラブ（児童センター）作品展
◇とき：4 月２４日（水）～5 月1０日（金）
◇ところ：市役所ギャラリー

問合せ：児童家庭課　☎８９３－４４１１ 内線２８４

児童福祉週間（５月５日～５月11日）が始まります児童福祉週間（５月５日～５月11日）が始まります

標　語
（20１３年度 全国児童福祉週間標語 最優秀作品）
「君がいる ただそれだけで うれしいよ」

（多賀葵〔たがあおい〕さん１２歳 東京都の作品）


