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五児童館ガイド （9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（9月）以下の公民館で行います。
野１区 26日(木)　野３区 25日(水)　普1区 13日（金）・27日（金）
普３区 11日(水)　宜野湾 2日（月）・30日（月）
真栄原 4日（水）・18日（水）　我如古 6日(金)　長田 12日（木）
真志喜 9日(月)　嘉数 5日(木)・19日（木）　嘉数ハイツ 20日（金）

健康・福祉だより健康・福祉だより

平成25年4月から難病等の方々が
障害福祉サービスや補装具等の給付の対象となりました

平成25年4月から難病等の方々が
障害福祉サービスや補装具等の給付の対象となりました

問合せ：障がい福祉課  ☎893-4411  内線161～164・216・467

●　対象となる制度　●
○障がい者・障がい児
障害福祉サービス、相談支援、補装具及び日常生活用具給付等
○障がい児
障害児通所支援及び障害児入所支援

　平成25年4月に施行された障害者総合支援法では、「障害者」の範囲に難病等の方々が加わりました。対象となる方々
は、身体障害者手帳の所持に関わらず、必要と認められた障害福祉サービスや補装具等の受給が可能となっています。

●　対象となる方　●
対象疾病（対象130疾病）による障がいがある方々
※1疾病によって対象となる制度や手続きの流れが異なります。
　事前に障がい福祉課までお問い合わせください。
※2申請時には対象疾病を確認できる書類（医師の診断書や特
　定疾患医療受給者証）が必要です。

市民図書館ガイド（9月） 1897－4646
＜定例おはなし会＞　１階・おはなしのくに　
　７日（土）　１５時３０分　としょかんのおにいさん・おねえさん
１４日（土）　１４時　おはなしの木の会（２階展示室）
１８日（水）　１５時３０分　読み聞かせサークル「ムク」
２１日（土）　１５時３０分　絵本を楽しむ会「麦の穂」

※９月に予定しておりました蔵書点検は延期となりました。

＜定例映写会＞　2階・カルチャーホール　
１４日（土）　１５時３０分　『プロジェクトＸ　魔法のラーメン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　８２億食の奇跡』（68分）
２８日（土）　１４時　『学校の怪談　恐怖の学校編』（46分）

1日（日）

12日（木）

5日（木）・11日（水）
・19日（木）

10日（火）

6日（金）

3日（火)・17日（火）
4日（水）・25日（水）

13日（金）・20日（金）

子育てガイド （9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、問合せください。

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歳児歯科検診
３歳児健診
ふたば母子健康相談

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

子育て・教育のコーナー

　　　　　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。
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

　　　　　８月３０日（金）１７時必着申込期限

　　　　市内在住で、１０月末時点で３歳以下
の子どもの写真ならOK！（撮影日から半年以
内の写真をお願いします）

対象者

　　　　１～3組掲載数

金城　裕興 ちゃん  1 歳（愛知） 
きんじょう　　ゆうしん

又吉　莉子 ちゃん  1 歳 
またよし　　  り　こ

琉叶 ちゃん  2 歳（我如古） 
る　か

問合せ　宜野湾市要保護児童対策地域協議会／じのーんキッズ安心ネット
児童家庭課（家庭児童相談室）☎８９３ー４４１１（内線 ２８５）

親も子どももハッピーに♪～どならない子育てのススメ～
ＣＳＰ（コモンセンス・ペアレンティング）講座 受講生募集

　児童家庭課では、今年2月に赤道児童センターの母親クラブを
対象に、「児童虐待防止講演会～どならない子育てのススメ～」を
開催しました。
　午前中のお忙しい時間での開催だったにも関わらず、約40名の
子育て中の皆さんが参加してくださり、会場は満員となりました。
　講演会では、ＣＳＰ（コモンセンス・ペアレンティング）というアメリ
カの児童施設ボーイズタウンで開発された、どなったり叩いたりせ
ずに、教えるといった肯定的なしつけ方法について具体的な例を交
え、ご紹介しました。
　参加された方からは、「子どもにとって、どのようなしつけがいい
のか考えさせられました。」「帰ったら早速試してみます。」等の声が
あり、好評を得ました。
　このＣＳＰをより詳しく4回連続講座として開催します。
　日頃、どのようにしつけをしたらいいのか悩んでいる子育て真っ
最中のお父さん、お母さん、楽しく子育てをするために、どのような
関わりができるのか、一緒に考えてみませんか。子育てのヒントがた
くさん詰まっていますよ。
　この機会に、ぜひご参加ください♪

対　　象：宜野湾市在住の子育て中の方（主に未就学児）
　　　　※全４回の講座を受講できる方を対象とさせていただきます。
場　　所：宜野湾市民図書館
講座内容：第１回9月12日（木） わかりやすいコミュニケーション
　　　　  第２回9月19日（木） 良い結果・悪い結果　
　　　　  第３回9月27日（金） 効果的な誉め方　　　
　　　　  第４回10月3日（木） 予防的教育法　　　　
　　　　　10時30分～11時40分 （全講座70分）
　　　　　10月10日（木） （10月10日は予備日となります。）
受講料金：無料
定　　員：15名（※申込みが定員を超えた場合は、抽選の上
　　　　　　　受講者を決定しますので、予めご了承下さい。）
申込期間：9月4日（水）まで
申込方法：下記番号まで電話申込み
　　　　 （月曜日～金曜日 8時30分～17時15分）
◎その他、託児サービス等詳細につきましては左記までお問い
　合わせください。

問合せ：教育委員会学務課  ☎892-8283・892-8285

平成25年度 就学時健康診断
学校保健安全法に基づき、小学校入学前幼児の
「就学時健康診断」を実施いたします。
対象　平成1９年4月2日生～平成２０年4月1日生の幼児
健診項目　内科、歯科、視力、聴力
健診会場　市立体育館
※混雑が予想されますので、会場へお越しの
　際は公共交通機関をご利用ください。健診
　日にお子さんが病気等で受診できない時
　は、教育委員会学務課までご連絡ください。
　詳細については、本年９月上旬頃ハガキに
　て「就学時健康診断通知書」をお送りいた
　しますのでご覧ください。

健診日　※学校区により、受付時間が異なりますのでご注意ください。
＊大山小学校区と大謝名小学校区の一部は、平成26年４月より、はご
ろも小学校区になりますが、就学時健康診断に関しましては、現在の学
校区での受診となります。

日程 学校区名 受付時間

9月26日（木）

普天間第二小学校区
大山小学校区
普天間小学校区
宜野湾小学校区
大謝名小学校区
志真志小学校区
嘉数小学校区
長田小学校区

午後1：45～午後2：45

午後3：00～午後4：00

午後1：45～午後2：45

午後3：00～午後4：00
11月21日（木）

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

16時30分～17時
15時30分～17時
14時～16時
下校時～17時

９日（月）
10日（火）～13日（金）
14日（土）
18日（水）
19日（木）
21日（土）

２４日（火）～27日（金）

２日（月）
１４日（土）
２０日（金）
２１日（土）

２４日（火）・２５日（水）

16時30分～17時30分
14時～16時

16時30分～17時30分
11時～12時
16時～17時

軽スポーツ
敬老の日制作
クッキング
しぎん紙芝居

着付け・おりがみ教室
映写会
ぬりえ大会

《新城児童センター　　TEL・FAX  892-8888》
16時～17時

15時30分～17時
15時30分～17時
16時～17時
16時～17時
18時～20時

15時30分～17時
15時30分～17時
16時～17時

４日(水 )
６日(金 )
９日(月 )
11日( 水 )
13日( 金 )
１４日(土 )
１７日(火 )
２0日( 金 )
27日( 金 )

《赤道児童センター　　TEL・FAX  892-3397》《大謝名児童センター　　TEL・FAX  897-4117》
11時～12時
16時～17時
15時～17時
16時～17時

7日（土）
13日（金）
20日（金）
24日（火）

《我如古児童センター　　TEL・FAX  897-6767》
16時30分～17時30分
16時30分～17時30分

14時～15時
14時～16時

16時30分～17時30分

６日（金）
１３日（金）
１４日（土）
２１日（土）
２７日（金）

スポーツ大会
敬老の日のプレゼント作り（クッキング・申し込み制）

ガーデニング
ガーデニング
おもちゃ作り

軽スポーツ
着付け＆おりがみ教室
敬老の日★プレゼント作り

一輪車検定
敬老の日交流会
夜空を観察しよう！
手作り教室
映写会

おてだまあそび

体力測定
敬老の日のプレゼント製作

ビデオ上映会
チャレンジ大会

一輪車認定会
敬老の日プレゼントづくり
敬老の日プレゼントづくり
わくわくクッキング
軽スポーツ


