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内　　容 日　　時 定員 申　込　み その他お知らせ
イラストコンテスト｢飛行機」 1日㈮～30日㈯(応募期間） 児童館内のポストで随時受付なし 応募用紙は創作室で配布

時間までに来てねおはなしの会 14日㈭ 午後3時30分 なし 虹の会のみなさんが、素敵なお話を聞かせてくれるよ
お友達を誘って、ぜひ参加してね

内　　容 日　　時 定員 申　込　み その他お知らせ

ココアカップケーキをつくろう 20日㈬ 午後3時30分　　　　　　　　　
2日㈯ 午前9時30分から18日㈪
午後4時30分まで(先着順）24人

ココアの風味がたっぷりの
ふんわりケーキだよ！

※幼児（未就学児）には保護者が同伴してください。

○毎週日曜日
○4日㈷～6日㈬

　〇小学生以上対象の事業

休館日休館日休館日
開館時間　午前9時30分～午後5時開館時間　午前9時30分～午後5時開館時間　午前9時30分～午後5時

むさしのひろば

みんなの広場

557－0140

石畑保育園　　557－2780

むさしの保育園　　554－1284

みずほひじり保育園 　 556－2652なかよしクラブ 元気に遊ぼう/看護師による健康相談

園庭で遊ぼう

園庭で遊ぼう／ミニ講習会（栄養士、保育士）
ニコニコまつり（先着20組、申込み14日㈭まで）

 名　称 内　　　容 　　　 日　程  　   場　所・ 問合せ

□時　間
　午前10時～11時
※時間の表示のないもの。
□対　象
　入園前の乳幼児と
　その保護者

5月14日㈭

5月16日㈯

5月28日㈭

園庭開放／看護師のワンポイントアドバイス（要予約） 毎週水曜日

5月20日㈬

5月22日㈮

5月13日㈬

6月 3日㈬

5月18日㈪

とのがや広場 歯科検診（正しい歯の磨き方）／身体測定／園庭遊び とのがや保育園　　557－7601

長岡保育園　　556－0916

ふれあいクラブ
プレママ☆ルーム（ミルクの調乳を体験しよう）（先着5組、申込み19日㈫まで）

楽しいベビーダンス♪／身体測定

にこにこひろば おともだちとあそぼう（つくってあそぼう）／身体測定／健康アドバイス

午前9時30分～正午

如意輪幼稚園　　557－4183
名　称 内　　容 日　　時 場　所・問合せ

ぴよりんくらぶ ゲーム遊び＆スタンプラリー

瑞穂のぞみ幼稚園　　557－0382木の実ひろば
◆駐車場がありませんので、
　徒歩または自転車で
　お越しください。

問合せ　教育課　　 557－6683

問合せ　福祉課　　 557－7624

見学・説明会（要予約）

狭山保育園　　557－2876ワイワイひろば 園庭で遊ぼう（28日㈭は身体測定をします） 毎週木曜日

16日㈯ 午前10時～11時30分
13日㈬ 午前10時～正午

「出前児童館～超巨大しゃぼん玉をつくろう！」

日　時　5月27日㈬ 午後3時30分
場　所　町営第2グランド(西松原3－1）
対　象　小学生以上
定　員　20人（先着順）　
持ち物　お手拭きタオル、帽子、飲み物
申込み　5月9日㈯ 午前9時30分からあすなろ児童館へ

※雨天中止

　児童館秘伝の超特大しゃぼん玉を作るよ。さあ、誰が一番大きく
できるかな？

「楽しい親子リトミック」 子育て支援事業 

日　時　5月29日㈮ 午前10時30分～11時10分
対　象　2歳児以上の幼児と保護者
定　員　20組（先着順）
講　師　山下 やよいさん(音楽家・幼児リトミック指導者）
持ち物　タオル、飲み物、上履き(運動靴）
申込み　5月7日㈭ 午前9時30分からあすなろ児童館へ

　お子さんといっしょに、リズムに合わせて楽しくからだを
動かしましょう！

あすなろ児童館
石畑 1837　　557―7766

子育て
ひろば
子育て
ひろば

午前9時30分～11時30分

午前9時30分～10時30分
午前10時～11時30分

費　用　100円 持ち物　三角巾、エプロン、飲み物、お手拭きタオル

東松原保育園

●お子さんと自由に参加できます！時間までに集まってください。費用は無料です。

みんなおいで ! 
楽しく遊ぼう

〇幼児向け事業のご案内事業

対　　象

20日㈬ 午前10時30分～11時10分親子であそぼう

1歳児 19日㈫ 午前10時30分～11時あつまれ！ヨチヨチ

0歳児 13日㈬、27日㈬ 午前10時30分～11時あつまれ ！ あかちゃん

名　　称　  日　　時　対　象

スキンシップ・パネルシアター など

体操・新聞紙であそぼう など

リトミック・運動あそび など2歳児以上

内　　容

対　　象
11日㈪ 

名　　称　  日　程　　

ぐるぐるくれよんあそび など

パラバルーンであそぼう　など

あつまれ！ むさしのぴょんちゃん

ワン・ツー・チャチャチャ！ もとさやま

ニコニコスマイルながおか

いちごのバックをつくろう　など

場　　所

25日㈪ 

27日㈬ 

武蔵野コミュニティセンター

元狭山コミュニティセンター

長岡コミュニティセンター

□時　間
午前10時30分～11時１０分
□対　象
1歳児以上
◆駐車場には限りがありますので、
　徒歩または自転車でお越しください。

内　　容

6月 1日㈪
午前9時45分～11時

27日㈬ 午前10時～正午5月のお誕生会
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対　象　18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、
　　　　次のいずれかの状態にある児童を養育している方
　①父または母が死亡した児童　　　　
　②父または母が生死不明である児童
　③父または母に１年以上遺棄されている児童　　 
　④婚姻によらないで生まれた児童　　
　⑤父母が離婚した児童 　　　　　
　⑥父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
　⑦父または母が重度の障がい(身体障害者手帳１・２級程度)を有する児童
　⑧父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
条　件　前年の所得が一定の限度額以上のときは受けられません。　 　
手当額　児童１人につき月額13,500円
申請手続きに必要なもの
　▶申請者および児童の戸籍謄本　
　▶印鑑　
　▶申請者名義の金融機関の通帳またはカード
　▶申請する年の1月1日現在、瑞穂町に住所がなかった方は、
   　申請年度の「課税証明書（所得・扶養人数・控除記載のあるもの）」
   　（1月から4月申請の場合は、前年度の課税証明書）　
　▶父母の障害者手帳等（⑦に該当する方のみ）

　対　象　次のいずれかに該当している
　　　　　20歳未満の児童を養育している方
　　▶身体障害者手帳1・2級程度　　
　　▶愛の手帳1～3度程度　　
　　▶脳性マヒ、進行性筋萎縮症
　手当額　児童1人につき月額15,500円
　条　件　前年の所得が一定の限度額以上の
　　　　　ときは受けられません。

　■育成手当

児童育成手当（育成・障害手当）

　■障害手当

申請手続きに必要なもの
　▶申請者および児童の戸籍謄本　
　▶身体障害者手帳、愛の手帳または医師の　
　　診断書
　▶印鑑　
　▶申請者名義の金融機関の通帳またはカード
　▶申請する年の1月1日現在、瑞穂町に住所が             
　　なかった方は、申請年度の「課税証明書（所　
　　得・扶養人数・控除記載のあるもの）」（1月か
　　ら4月申請の場合は、前年度の課税証明書）

問合せ　福祉課　　 557―7624

６月は児童育成手当の年度切り替え月です。
昨年度、所得制限で受給できなかった方も該当になる場合がありますので、５月中にお問い合わせください。

児童育成手当（育成・障害手当）

高齢者集合住宅生活協力員募集高齢者集合住宅生活協力員募集高齢者集合住宅生活協力員募集
　高齢者集合住宅生活協力員は､都営住宅内に併設する特定公共賃貸住宅へ入居しながら､高齢者住宅入居者の
生活を支援する業務をお願いするものです。

募集人員(戸数)
　1人　(戸数　1戸　　場所　むさし野1－5)
申込み
　5月1日㈮～29日㈮までに高齢課へ
　※申込用紙は高齢課窓口で配布しています。
　郵送の場合は5月29日㈮必着
あて先　〒190―1292　
            瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
　　　　瑞穂町 福祉部 高齢課 高齢係
資　格
　▶申込者本人が東京都内にお住まいで､20歳以上50 
　　歳未満の心身が健康である方
　▶申込者を含む世帯が、(※)特定公共賃貸住宅申込
　　資格を有すること。
　▶高齢者福祉に理解があること。
　▶入居者の生活支援に熱意があること。
　▶特定公共賃貸住宅に入居し、在宅業務が可能であ
　　ること。
業務委託等
　▶生活協力員は､町と業務の委託契約をしていただき  
      ます。業務委託料は予算の範囲内とします。
　▶特定公共賃貸住宅使用料(公益費を除く､家賃の半 
      額)を助成します。

業務内容
　▶入居者の安否の確認 　▶緊急時の対応
　▶疾病に対する一時的な介助 　
　▶日常生活の相談　▶情報提供　
　▶関係機関との連絡
　▶生活相談室および団らん室の管理
　▶その他入居者の安心した生活の支援に関すること。

（※）特定公共賃貸住宅申込資格
　▶都内に居住する成年者で、そのことが住民票で証明      
    できること(外国人については、在留資格が確認できること)｡
　▶同居親族がいること。 
　▶住宅に困っていること。
　▶申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと。
   ▶世帯の所得が所得基準内であること(下表参照)｡

問合せ　高齢課 　　557―7623

家族数 所得金額

2 人
3人
4人
5人
6人

2,276,000円～6,224,000円
2,656,000円～6,604,000円
3,036,000円～6,984,000円
3,416,000円～7,364,000円
3,796,000円～7,744,000円

���



��� �������	
����

ふれあいさんぽ

PHOTO NEWS! PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ

表紙・フォトニュースに載っているあなたの写真を差し上げます（借用した写真は除きます）表紙・フォトニュースに載っているあなたの写真を差し上げます（借用した写真は除きます）
申込み　電話で秘書広報課へ　　 557―7497申込み　電話で秘書広報課へ　　 557―7497

表紙・フォトニュースに載っているあなたの写真を差し上げます（借用した写真は除きます）
申込み　電話で秘書広報課へ　　 557―7497
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ふれあいさんぽ

PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ

表紙・フォトニュースに載っているあなたの写真を差し上げます（借用した写真は除きます）
申込み　電話で秘書広報課へ　　 557―7497
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フォトニュース
ＰＨＯＴＯ　ＮＥＷＳ！
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