Health And Welfare News

宜野湾市放課後児童クラブ員(学童)待機児童募集

★は申込制
大謝名児童センター TEL・FAX 897-4117
節分レク

15：30～16：30

10(木)

オセロであそぼ

15：30～16：30

17(木)

映写会

15：30～16：30

フラフープ・縄跳び検定 15：30～16：30

赤道児童センター TEL・FAX 892-3397
2(水)

節分ミニゲーム

16：00～17：00

18(金)

スポーツ大会

15：30～16：30

25(金)

おりがみ教室

15：30～16：30

大山児童センター TEL・FAX 890-0015
3(木)

節分豆まき

16：00～17：00

14(月)

軽スポーツ

16：00～17：00

新城児童センター TEL・FAX 892-8888
4(金)

おりがみ教室

15：30～17：00

5(土)

人権教室

調整中

7(月)

あらぐすく月1会

15：30～17：00

避難訓練

11：00～11：30

18(金)

4(金)
14(月)～18(金)

鬼とりゲーム

16：30～17：30

ぬり絵コンテスト

16：00～17：00

長田児童館
4(金)

TEL・FAX 892-3330
16：30～17：30

ひな人形作り

調整中

25(金)

時間

2月

14：00～17：00

宜野湾公民館
7(月)

野嵩1区公民館
10(木)・24(木)

真志喜公民館
14(月)・28(月)

我如古公民館
4(金)

真栄原公民館
2(水)・16(水)

普天間3区公民館
25(金)

嘉数ハイツ公民館
9(水)

普天間1区公民館
15(火)

⁝問合せ

問

⁝申し込み先

申

※スケジュールが急きょ変更する場合があります。
予めご了承ください。

問 赤道児童センター ☎892-3397
11
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2月27日
（日） 宜野湾市役所
3月13日
（日） 宜野湾市役所

予約先

がん検診最後
特定健診のみ

宜野湾市保健相談センター
☎898-5583（8：30～17：15 ※土日、祝日を除く）
【病院で受診する場合】
STEP1 医療機関を選ぶ
STEP2 ご希望の医療機関に直接電話で申し込む
市ホームページにて医療機関を確認いただけます▶
問 保健相談センター

☎898-5583

予防接種はインフルエンザが発症する可能性を減らし、もし発症しても重
い症状になるのを防ぐ効果があります。ただし、ワクチンの効果が持続する
期間は一般的に5カ月程度です。また、流行するウイルスの型は毎年変わるた
め、毎年、接種することが望まれます。
詳しくは市ホームぺージをご確認ください▶
問 保健相談センター ☎898-5583

令和3年度保育サポーター養成講座受講生募集
『ウォーキングｄａｙ』
～ 健 康 づ くり 推 進 員と一 緒 に
ウォーキングしませんか～
日時

2月の毎週月曜日
9：00～
集合場所 いこいの市民パーク
管理事務所近く 東屋
対象 市内在住の運動制限のない方
内容 ストレッチ、美らがんじゅう体操、
1時間程度(約4～5㎞)のウォーキング
※受付不要
※運動前の体調確認、十分な距離の確保
等、新型コロナウイルス感染防止対策を
行った上で実施しています。
※帽子、日傘、飲み物をご持参ください。
※荒天の場合は中止します。
問 保健相談センター ☎898-5583

母子保健推進員募集

お母さんと赤ちゃんが安心して暮らせる
ようサポートする「母子保健推進員」を募
集しています。
対象 市内在住で子どもが好きな方
募集地域 伊佐・嘉数ハイツ・宜野湾・
大謝名・真志喜
活動内容
①市の母子保健事業のお手伝い
②毎月の定例会出席など
③健診未受診宅への訪問による受診勧奨
④こんにちは赤ちゃん事業の訪問活動
活動日
①②あわせて月1-3回程度(調整可能)
③④はご自身の時間内で調整
問 保健相談センター ☎898-5583

ファミリーサポートとは、女性の社会活動を推進するとともに、子育てに不
安や悩みをもつ保護者へ支援のため、育児の手助けをしてほしい方と、育児の
手助けをしたいと思っている地域の人同士が会員となって、自宅で子どもを預
かったり、保育園や幼稚園の送迎等の育児の相互援助活動で有償のボラン
ティアです。
対象 20歳以上の子育て経験のある市内在住の方で、本講座の全日程に参
加でき、講座終了後にはセンター会員としてサポート活動ができる方
講座期間 2/7(月)～2/21(月)の5日間 （日時の変更の可能性あり）
説明会日時 2/7(月) 10：00～12：00
場所 市役所 第二会議室
定員 15人 ※全日程参加できる方。
受講料 無料（ただし、テキスト代として、2,000円徴収します）
持参するもの 身分証明書（運転免許証または保険証）、認印（シャチハタ
不可）、写真（3ｃｍ×3ｃｍ）2枚
申込期限 1/31(月) 17：00まで
申込方法 ファミリー・サポート・センターまで電話でお申し込みください。
申 問 こども企画課 宜野湾市ファミリー・サポート・センター ☎893-4463
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令和4年度就学援助を追加受付します

就学援助とは、小中学校の子どもがいる家庭に学用品費などを援助する制
度です。令和4年度の受付は令和3年8月に終了しましたが、申請がまだの世
帯を対象に追加受付を行います。
対象 ①令和4年度就学援助の申請がまだの方
②平成19年4月2日～平成28年4月1日生まれ
(令和4年度 小学校新1年生～中学校新3年生)
※令和3年8月に市役所前プレハブで申請済みの方は、
申請は必要ありません。
受付期間 令和4/2/1(火)～2/15(火) 8：30～11：30、13：00～17：00
受付場所 教育委員会学務課（上下水道局2階）
申込用紙の入手方法 公立小中学校または教育委員会で受け取るか、下記
QRコードよりダウンロードをしてください。
認定基準額（目安）
世帯人数

合計収入額

世帯人数

合計収入額

2人

約170万円以下

4人

約292万円以下

3人

約240万円以下

5人

約343万円以下

問

申

⁝申し込み先

嘉数公民館
3(木)・17(木)

☎898-5583

65歳以上の方には接種費用の一部助成を行っています。助成対象の方に
は通知書を発送していますので、お手元の郵便物をご確認ください。
※新型コロナワクチン接種を希望する場合は、前後2週間は他のワクチン接
種ができません。
期間 令和4年2月末まで
対象 満65歳以上の方（65歳の誕生日を迎えている方）
接種場所 指定医療機関 ※事前に指定医療機関へ電話で予約してください。
費用 1,000円（生活保護受給者は無料）
※60歳以上65歳未満の方で、心臓等に重い障害がある方（身体障害者手帳
1級を有する方および1級相当の障害を有する方）も助成対象となることが
あります。直接医師へご相談ください。

⁝問合せ

大謝名公民館
21(月)

昨年度は新型コロナウイルスの影響による受診控えにより受診率が低下し
ています。検診受診は不要不急の外出にはならず、がんの発見が遅れると治
療に大きな影響を与える可能性があります。
受診期限に近づくにつれて予約が取りにくくなりますので、受診がまだお済
でない方は早めのご予約・ご受診をお願いします。
【集団健診で受診する場合（予約制、定員に達し次第受付終了）】
STEP1 日程・会場を選ぶ
日程
会場
STEP2 電話で申し込む
2月 5日
（土） 宜野湾市役所

問 保健相談センター

高齢者インフルエンザ予防接種一部助成は2月末まで！！

︵代表︶

︵代表︶

移動児童館じゃんけんぽん

忘れていませんか？
がん検診（胃・大腸・肺）は２月２８日（月）まで
特定健診は３月３１日（木）まで

①2/2(水)10:00～11：00
②2/18(金)14：00～15：00
※当日は、問診・血圧測定等を行いますの
で15分前までにお越しください。
場所 保健相談センター2階ホール
対象 市内在住の運動制限のない方
定員 15人(定員に達し次第締切)
持ち物 動きやすい服装、飲み物
室内シューズ
参加費 無料（事前予約）
※予約期間は開催日1週間前～前日まで
※来所時のマスク着用、手指消毒の実施、
事前の体調確認など、ご協力をお願いし
ます。
詳しい留意点などは、
市ホームぺージを
ご確認ください▶

-

-

こま・けんだま検定

おやこで一緒に楽しく、美味しい料理を作りませんか？成長著しい大事な
時期を、おやこが共に料理体験から食事の大切さを学び、おやこのコミュニ
ケーションの充実を図っていきましょう。
日時 2/5(土) 10：00～13：00（講話・料理実習）
場所 保健相談センター2階 調理室
対象 市内在住で、令和4年4月に小学校新1年生になる親子
定員 8組(定員に達し次第締切)
参加費 500円（親子1組）
※お子さま1人増につき200円追加
申込方法 電話または保健相談センター窓口にて受付
申込期間 1/11(火)～1/28(金) 9：00～17：00 ※土日、祝日除く。
持参する物 エプロン、三角巾、マスク（料理する方の人数分）
申 問 保健相談センター ☎898-5583

日時

宜野湾市役所 ☎

宜野湾市役所 ☎
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我如古児童センター TEL・FAX 897-6767

「おやこの食育教室」参加者募集

フィットネス教室参加者募集！

募集・お知らせ

募集・お知らせ

24(木)

令和4年4月2日以降に、入所希望する放課後児童クラブに空きがあり、待
機の順番が1番目の時に電話にて案内を行います。
対象児童 市内に在住し、小学校に就学している児童で、保護者の労働、疾
病等により、昼間家庭において適切な保護が受けられない児童
育成時間 小学校の下校時から18時まで（送迎なし）
※ただし、小学校の休業期間（夏、冬、春期）は8時30分～18時まで
※平日のお迎えおよび学校休業日の送迎は原則として保護者での対応。
※休館日（第2・第4土曜、日曜、祝日、慰霊の日、その他市長が認めた日）
利用料 1人につき月額5,000円
申込用紙配布 1/11(火)～
配布時間 10：00～12：00、13：00～18：00 ※日・祝日は除く
受付時間 10：00～11：30、13：00～17：30 ※日・祝日は除く
※希望の各児童センターで配布・受付します。郵送は不可
※上記期間はこども企画課ホームぺージより書類のダウンロードができます。
※受付時に印鑑を持参してください。
（シャチハタ等のスタンプ式は不可）
※詳細は市ホームぺージにてお知らせします。
※入所決定は申込書の先着順ではありません。
※就労や家庭状況等により保育の必要性を勘案し、選考を行います。
問 大山児童センター ☎890-0015
新城児童センター ☎892-8888
我如古児童センター ☎897-6767
長田児童館 ☎892-3330
大謝名児童センター ☎897-4117

健康・福祉

健康・福祉

2 月 児 童 館 ガ イド

3(木)
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※「合計収入額」は、令和2年1月～12月分の19歳以上の世帯員全員の合計です。
※収入とは、控除等を差し引く前の給与・営業所得・年金収入等です。
問 教育委員会 学務課 ☎892-8283
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