
【利用金額】

ショートステイ

児童手当(3月まで) 子ども手当(4月から)

利用料金（円）
世 帯 区 分

対 象 年 齢

所 得 制 限

支 給 額
（ 月 額 ）

12歳到達後最初の
3月31日まで

(小学校修了まで)

第3子以降または
3歳未満10,000円

第1子、第2子5 000円

あり

15歳到達後最初の
3月31日まで

(中学校修了まで)

1人　13,000円

なし

生活保護世帯 0

1,000

2,750

基本分

宿泊分

休��日

基本分

宿泊分

休��日

基本分

宿泊分

休��日

0

　　�0

0

　　300

300

350

750

750

1,350

町民税
非課税世帯

その他の世帯

区　分

トワイライト

利用金料（円）
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　4月から、次代の社会を担う子どもの健や
かな育ちを社会全体で応援するため、従来
の「児童手当」にかわり「子ども手当」制度が
開始されました。

■支給対象者　長洲町在住で、中学校修了までの子ども

を養育している人。

■申請手続き
○児童手当を受給していた人

　本年3月まで児童手当を受給していた人は、児童手当の

支給対象児童について手続きの必要はありません。た

だし、家族で新たに子ども手当の対象となる子ども（中

学2年生と中学3年生）がいる場合には、額改定認定請

求の手続きが必要です。

○児童手当を受給していなかった人

（１）中学2年生、3年生の子どもがいる人は認定請求の

手続きが必要です。

（２）所得制限により児童手当を受給していない保護者

で、中学３年生以下の子どもがいる人は認定請求

の手続きが必要です。

■申請書について
　　申請が必要となる人には、5月上旬までに申請書を

送付しますので、早めの手続きをお願いします。

■支給月について
　　平成22年6月（4月、5月分）　※児童手当を受給し

ていた人は児童手当の2月、3月分も含む。

  　平成22年10月（6月～9月分）、平成23年2月（10月

～1月分）

■問い合わせ　子育て支援課（1　3126）

保健・子育て情報

４月から子育て短期支援事業を開始しました。
『ショートステイ事業・トワイライト事業』

子ども手当制度が始まりました。

　昨年より実施している、特定の年齢の女性に対する乳がん

検診・子宮がん検診の無料化（クーポン券利用による）を次の

とおり行います。対象となる人については次のとおりです。

　対象となる人にはクーポン券および検診手帳を6月上旬に

発送する予定ですので、受診時にご利用ください。

　6月以前に受診を希望される人は、保健センターまでご相

談ください。

【対象者となる年齢（生年月日）】
①子宮がん検診　（子宮頚部の内診および細胞診）
　20歳（平成元年4月2日～平成2年4月1日）
　25歳（昭和59年4月2日～昭和60年4月1日）
　30歳（昭和54年4月2日～昭和55年4月1日）
　35歳（昭和49年4月2日～昭和50年4月1日）
　40歳（昭和44年4月2日～昭和45年4月1日）
②乳がん検診　（視触診およびマンモグラフィ）
　40歳（昭和44年4月2日～昭和45年4月1日）
　45歳（昭和39年4月2日～昭和40年4月1日）
　50歳（昭和34年4月2日～昭和35年4月1日）
　55歳（昭和29年4月2日～昭和30年4月1日）
　60歳（昭和24年4月2日～昭和25年4月1日）
※平成22年4月20日現在、町内に住所を有する人

が対象となります。

女性特有のがん検診推進事業を実施します！

■ショートステイ事業
　保護者が疾病や疲労などで、家庭において児童を

養育することが一時的に困難となった場合に児童養護

施設で養育するものです。　

（利用期間）連続7日以内

■トワイライト事業
　保護者が仕事などで、平日の夜間や休日の昼間に、

家庭において児童を養育することが困難となった場合

に、児童養護施設で養育するものです。

（利用時間）平日：午後6時30分～10時

※引き続き宿泊する場合、午後10時以降から翌朝まで

　　　　　休日：午前8時30分～午後5時

（食事）休日の昼食以外に食事の提供はありません。

■ 対 象 者
　健康で日常生活に支障がない2歳児から中学生まで。

■実施場所
　児童養護施設「シオン園」　※送迎については、保護者の責任により行ってください。

■問い合わせ
   子育て支援課（1　3126）、児童養護施設「シオン園」（1　0428）○78

○78

○62

東田　涼太郎ちゃん
〈向野北〉平成21年5月12日

りょう た　ろう

　涼ちゃん1歳のお誕生日おめでとう♡
お兄ちゃん達に負けず、元気いっぱいに
育ってね。涼ちゃんの笑顔でパパとママ
はすごくいやされるよ。ありがとう！

パパ 純一 さん／ママ 真弓 さん  

榮　優一郎ちゃん
〈下東〉平成21年5月2日

ゆう いち ろう

　いつもニコニコ優くん。これか
らも笑顔を絶やさずみんなに愛
される優くんでいてね。

パパ 鉄舟 さん／ママ 紋子 さん  

松岡　咲也ちゃん
〈下東〉平成21年5月1日

さく  や

　元気でやさしいお兄ちゃんにかわいがら
れて、いつも笑顔の咲也君。その笑顔で家族
みんなが幸せになります。これからも兄弟な
かよく、思いやりある強い男の子になってね。

パパ 高史 さん／ママ 由香 さん  

山田　舞音ちゃん
〈清源寺〉平成21年4月24日

ま   お

　まおちゃん、1歳の誕生日おめでと
う♡いつもかわいいまおに、みんなメ
ロメロです♡りお姉ちゃんとこれか
らも仲良し姉妹で元気に育ってね♡

パパ 秀幸 さん／ママ 美華 さん  

これからもむし歯ゼロで過ごしましょう！
3月18日（木）、3歳児健康診査をすこやか館で行いました。
歯科健診で、むし歯がなかった子どもたちです。

問い合わせ　すこやか館（1　7515）○65

バースデーはじめてのハッピー

強い歯で何でもかめる元気な子！

木村　拓也くん  〈中町〉
たく や

村島　輝くん  〈古城〉
ひかる

前田　凌雅くん  〈古城〉
りょうが

馬渕　葵ちゃん 〈梅田〉
あおい

畠本　恵祐くん  〈鷲巣〉
けいすけ

中村　颯太くん  〈清源寺〉
そう た

池本　佳央くん  〈腹赤〉
よしてる

島川　竜弥くん  〈向野〉
たつ や

大坪　忠信くん 〈出町〉
ただのぶ

　木　杏吏ちゃん  〈新山〉
あん り

鳴尾　駿一くん  〈宮崎〉
しゅんいち

宮本　涼平くん  〈宮ノ町〉
りょうへい

藤田　智くん  〈腹赤〉
さとし

田村　航大くん 〈向野北〉
こう た

木村　匡智ちゃん  〈下東〉
まさとも

藤木　青空くん  〈新町〉
そ　ら

元田　夏実ちゃん  〈平原〉
なつ み
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福祉保健介護課・子育て支援課

～５月の行事～

保健センター「すこやか館」
母子健康手帳の交付

■と　き　5月11日（火）、25日（火）、6月8日（火）
■受　付　午前10時～10時30分
※10時30分より1時間程度、ミニ母親学級を行いますので、
妊婦さん本人がおいでください。
また、当日は筆記用具と電卓をご持参ください。

子育て支援センター
にこにこサロン「外遊び」

■と　き　5月6日（木）
■ところ　子育て支援センター
■対象者　未就学児親子

1歳未満の子どもとお母さんのサークル スマイリー

あはは

■と　き　5月14日（金）午後1時30分～3時
■内　容　ベビータッチケア＆ストレッチ
　　　　　（運動しやすい服装で）
　　　　　すこやか館（和室）／１歳未満の子どもと母親
■参加費　５００円（オイル代）／バスタオル持参
■申し込み・問い合わせ　すこやか館（1　7515）
※事前申し込みが必要です

抱っこビクス　事前申込が必要です
■と　き　5月14日（金）午前10時30分から
■ところ　地域福祉センター　　　　　　　　　
■対象者　未就園児親子20組程度　　　　　　　
■参加費　1組あたり町内100円　町外200円

にこにこサロン「七夕短冊つくり」
■と　き　6月3日（木）午前10時30分から
■ところ　子育て支援センター
■対象者　未就学児親子

赤十字講習会「日赤幼児安全法」　事前申込が必要です
■と　き　6月9日（水）午前10時～正午
■ところ　長洲町中央公民館（視聴覚室）
■対象者　幼児（0歳から6歳まで）をもつ保護者
■定　員　20名程度

2カ月児あかちゃん広場（平成22年3月生）
■と　き　5月27日（木）／午前10時30分～正午

子育て相談
■と　き　5月13日（木）／午前10時30分～11時30分

予防接種《三種混合》
■と　き　5月6日（木）、6月3日（木）
■受　付　午後1時30分～2時30分

ベビーマッサージ　事前申込が必要です
■と　き　5月12日（水）午前10時30分～正午
■対　象　乳児（1歳未満）と保護者

妊娠が分かったら、できるだけ早く妊娠届を提出し、母子
健康手帳の交付をうけましょう。県では、妊娠11週以内で
の届出を勧めています。

問い合わせ　子育て支援センター（1　4100）

問い合わせ　すこやか館（1　7515）

○78

○65 育児サークル『てんとうむしくらぶ』

■時　間　午前10時30分～11時30分
■会　費　月会費100円　　　　　
※初めての人、どなたでも参加できます。気軽に遊びに来
てください。

にこにこサロン「外遊び」
■と　き　5月6日〈木〉
■ところ　子育て支援センター

荒尾消防署見学
■と　き　5月27日（木）10時30分（現地集合）
■ところ　荒尾消防署
■申し込み期限　5月25日（火）

しゃぼん玉遊び＆身体測定
■と　き　5月13日（木）
■ところ　すこやか館
■持ってくるもの　しゃぼん玉遊びに必要なもの
　（液は準備します）

申し込み・問い合わせ　
　　　　　　子育て支援センター（1　4100）○78

※事前申し込みが必要です

荒玉地域
子育て

サークル

■問い合わせ　平尾 1090-2397-0358
　ホームページアドレス http://ahaha-smile.jugem.jp/

○65

第１回　なかよし保育
■内　容　みんなでなかよくあそびましょう
■と　き　5月25日（火）午前10時30分～正午
　（受付：午前10時から）
■ところ　長洲幼稚園
■申し込み・問い合わせ　長洲幼稚園（1　4680）○78

※子育て支援課、子育て支援センター、すこやか館にパンフレットを設置しています。

お話し会、ミニクッキングや親子体操など
毎月さまざまな内容で行っています。
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