＋

21

子育てガイド

市民のひろば

10月号

かごしま

2016年（平成28年）

市民福祉（遺児等修学）手当

子育てガイド（21～23面）
申し込みが必要な催しの申込要領

はがき、ファクス、Ｅメールなどで申し込むときは次の
事項を書いてください。
①催し名
（複数日時の開催は希望日時も） ②住所
③参加者全員の氏名
（ふりがな）
④年齢
⑤園児・学生は園・学校名、学年
⑥電話番号
⑦託児を利用するときは子どもの氏名
（ふりがな）
・年齢
※対象年齢は要問い合わせ

内＝内容 対＝対象 期＝日時・期間・期日 所＝場所
定＝定員・定数・人員 料＝料金 申＝申し込み 問＝問い合わせ
D＝ＦＡＸ {＝Ｅメール 共＝共通事項 託＝託児あり

保育所の保育料・市税の滞納が

■お知らせ・相談
県外での健診費用の払い戻し

対本市に住民登録があり、県外
で妊婦健診を受けた人 ※保険
診療の検査は対象外 ◇必要な
もの…申請書、母子健康手帳と
領収書
（レシート不可）の写し、
健診結果が記載された受診票、
預金通帳（写し可）、印鑑

◇申

請期限…出産日から６カ月以内
◇郵送でも申請できます 問母
子保健課216-1485（D216-1284）
乳児の粉ミルクを支給します
内１カ月に調製粉乳を小２缶
対①母親がHTLV-1抗体陽性の
乳児、②栄養強化が必要な乳
児、③多胎児 ※①②は所得税
非課税世帯のみ 期１歳の誕生
日を迎える月まで
◇妊産婦用粉ミル
クの支給もありま
す ◇申請方法な
ど詳しくは母子保健課216-1485
（D216-1284）へ
認可外保育施設利用者の
保育料を一部助成します
対次の要件を全て満たす人
①市内に住所がある、②補助の
対象となる認可外保育施設を月
単位で契約している、③保護者
が現に就労、就学、疾病などで
家庭で保育ができない、④認可

ない ※市民税額による制限あ
り ◇申請方法など詳しくは保

育幼稚園課216-1258（D216-1284）
へ

対４月１日現在で引き続き１年
以上本市に住んでいるひとり親
家庭などで、義務教育中の児童
を養育している人 ◇手当額…

年額２万4000円（前年所得が制

の子どもと家族

きません 問こども福祉課2161260（D216-1284）、各支所の福
祉課・保健福祉課

■イベント・講座
かごしま健康の森公園親子教室
①親子で楽しむマジック＆紙芝
居教室
対小学１〜４年生と保護者

と保護者 期11月４日〜25日の
毎週火・金曜日19時〜21時（全

内高校卒業程度認定試験のため
の講座を受けたとき、修了時な
どに受講費用の一部を支給
対ひとり親家庭の親子で児童扶
養手当を受
給できる所
得水準にあ
り、高卒認
定試験の合
格が適職に就くために必要な人
※受講前に市の指定を受ける必
要があります ◇支給要件など
詳しくはこどもと女性の相談室
216-1264（D216-1284）か谷山福
祉部福祉課269-8473へ

内そばの実落

前の分はさかのぼって申請で

戸籍謄本、申請者名義の預金通
帳（写し可）、印鑑 ◇前年度以

①修学資金…高校、高等専門学
校、専修学校、短期大学、大学

ひとり親家庭向け高校卒業程度
認定試験合格のための給付金制度

〒892-0816山 下 町6-1青 少 年 課
227-1971
（D227-1923）
へ
親子で挑戦〜年越しそば〜
としやそば打
ち 対両日程

母子父子寡婦福祉資金貸付相談

での修学に必要な資金 ②就学
支度資金…入学金、制服の購入
など入学に必要な資金 対ひと
り親家庭の父母など ※事前に
相談が必要 問こどもと女性の
相談室216-1264（D216-1284）、
各支所の福祉課・保健福祉課

はがきで10月17日
（必着）
までに

限額以上のときは１万2000円）
◇必要なもの…申請者と児童の

期10月30日（日）10時〜11時30分
②親子バドミントン教室

内来年４月進学時の貸付相談

円程度（食材費など） 申往復

対全日程受講できる小・中学生

７回）
①②共

所かごしま健康の森公

園 定15組（超えたら抽選）
料無料 申往復はがき（１家族
１枚）で①は10月18日、②は10
月22日（いずれも必着）までに
〒891-1205犬 迫 町825か ご し ま
健康の森公園238-4650へ
ふれあい体験119
内消防施設を
巡るスタンプ
ラリー 対小
学生と保護者
期11月13日（日）８時〜12時
◇ 集 合 場 所 … 消 防 局 定80人
（先着順） 料無料 申電話かフ
ァクスで10月17日から中央消防
署252-4119（D252-2119）へ

とも参加でき
る高校生以下

期①実落とし

…11月13日
（日）
９時30分〜11時
30分、 ② そ ば 打 ち …12月17日

（土）
９時30分〜12時30分 所市
立少年自然の家 定30組（超え
たら抽選） 料①１家族500円、
②１人200円
（材料費など）
※任意保険料１人20円 申はが
きか電話、ファクス、Ｅメー
ル で10月26日（ 必 着 ）ま で に

〒892-0871吉 野 町11078-4市 立

少 年 自 然 の 家244-0333（D2440334、{syonenshizen@city.
kagoshima.lg.jp）
へ

明るく楽しい学校づくり市民大会
内学校づくり実践発表「こころ
こと

は

の言の葉」コンクール表彰式な

ど 期10月15日
（土）
９時10分〜
12時 所市民文化ホール 定800
人 料無料 申ＰＴＡ会員と学
校関係者は学校ごとに申し込
み。一般の人は当日申し込み可
問青少年課227-1971
（D227-1923）

オーストラリア パースを
思い描こう！ コンテスト
内ポストカード作成コンテ
スト
◇受賞者はパース市での
ホームステイや英語研修
などの短期留学を体験で
きます
対中学生
◇申込期限…10月28日まで
◇申込方法など詳しくは西
オーストラリア州政府
駐日代表部東京事務所
03-5157-8281かコンテス
トホームページ（http://
studyperth.com.au/ja/
pyp）へ

宮川の秋を楽しむ親子のつどい
内芋掘り、芋ご飯作りなど
対小・中学生と家族 期11月５
日（土）９時30分〜14時30分
所宮川野外活動センター 定20
組（超えたら抽選） 料１人250

平成29年度分保育所・認定こども園、幼稚園の申し込みをお忘れなく
保育所・認定こども園
（保育所機能）
利用申し込み
対仕事、妊娠、出産、病気、求職などで乳幼児の保育ができない
保護者 ※今年度分を申し込んで待機中の人も再度申し込みが
必要
◇認定こども園（保育所機能）の利用希望者も市で選考しますの
で、園か市の窓口へ申し込んでください
◇申込期間 第１期…11月１日（火）〜来年１月20日（金）
第２期…来年１月21日（土）〜２月20日（月）
※以降随時受け付け
◇申込書などは11月１日（火）から保育幼稚園課、各支所、各保育
所などで配布します
問保育幼稚園課216-1258（D216-1284）、各支所の福祉課・保健福
祉課

市立幼稚園入園者募集
幼稚園名

募集期間

所在地

宮川幼稚園 264-3309

11月２日（水）〜11日（金）
五ケ別府町159
※７日・８日を除く

松元幼稚園 278-1117

11月７日
（月）
〜15日
（火） 上谷口町3366-10

皆与志幼稚園 238-3977

11月９日
（水）
〜22日
（火）
皆与志町4307
※17日を除く

桜峰幼稚園 293-2424

11月21日
（月）
〜29日
（火）
桜島松浦町355
※28日を除く

◇土・日曜日、祝日は休園
◇定員になり次第募集を終了します。詳しくは各市立幼稚園へ
◇私立幼稚園と認定こども園
（幼稚園機能）
の入園申し込みは各私立
幼稚園へ

＋

