他の学童保育室を利用してい

等をしているために︑授業終

▼利用要件＝保護者等が就労

育て支援課・白里出張所・各

▼申込書配布・受付場所＝子

◇申込書の配付・受付

先
※着順ではありません︒
ンロードできます︒

市
※ホームページからもダウ

月 日㈪の平日９時〜 時

分

育て支援課窓口において

※月１日㈯・２日㈰は︑子
時〜 時まで受付︒
時

学
※童保育室での申込書の配
付・受付時間は

から 時まで︒

定申請書︵１号認定用︶︑入

▼必要書類＝入園願︑支給認

してください︒

者分︵祖父母等︶を提出

▼注意事項
申込状況によっては︑利用
できない場合もあります︒
長期休業期間のみの利用も
可能です︒
平成 年度夏休み利用申込
の受付期間は︑平成 年６月
に行う予定です︒

詳細は問い合わせください︒

□
申・ 子育て支援課保育班
︵７０︶
０３４７
☎０４７５

〜在宅介護支援センターについて〜

▼利用時間
㈯・夏休み等＝８時〜 時

平日＝授業終了後〜 時

がある場合には︑高学年
ただく場合があります︶

︵利用状況により休室となり︑ ▼受付期間＝ 月 日㈪〜
平成 年４月１日から学童
の受け入れを行います︒

します︒
了後に家庭保育を受けられな
学童保育室

３年保育︵３歳児︶

園希望者と保護者が記載され

管理課学校教育室

認知症の方を介護されてい

理学療法士等の専門職による

転倒・腰痛予防クラブ参加者を募集

転倒や膝・腰痛に不安を感

▼内容＝自宅でもできる運動

や転倒︑膝・腰痛予防のため

の講話等︵２時間程度︶

▼持ち物＝水分補給のための

飲み物・汗拭タオル︑運動が

できる服装で参加

います︒

▼募集人数＝ 人

にて申し込み

▼申込方法＝窓口または電話

▼日にち︵全て㈮︶

運動指導の他︑転倒・腰痛等
じていませんか︒今の健康を
保ち︑若々しい体を作るため︑ についての講話を定期的に行

できます︒

月７日・ 日・ 日

▼その他＝会場までの交通手

▼参加費＝無料

１月 日・ 日・ 日

段の無い方はご相談ください

▼対象＝市内に住所を有する

歳以上の方で︑次の要件を

病院等でリハビリ療法︵指

満たす方

導︶を受けていない方

体力低下により︑歩行に不

安を感じている方

☎０４７５
︵７０︶
０３３２

援班

□
申・ 高齢者支援課高齢者支

２月１日・８日・ 日・ 日

▼時間＝ 時〜 時

３月１日・８日

▼会場＝農村環境改善センタ

る方同士で︑介護の悩みや困

お越しください︒

ーいずみの里

申
※し込みは不要です︒直接

地域包括支援センター

っていることなどを語り合っ
てみませんか︒

０４７５
︵７０︶
１０９３

☎０４７５
︵７０︶
０４３９
〜 時

▼日時＝ 月２日㈮ 時 分

▼会場＝中央公民館２階談話室
▼内容＝認知症の個別相談︑
参加者同士の交流
▼対象＝認知症の方︵疑いを
含む︶を介護している方
市
※外にお住まいの方も参加

在宅介護支援センター
おおあみ緑の里
☎０４７５
（７３）
５１４６

平成 年度の学童保育室の
利用児童を募集
保育室を利用する児童を募集
▼対象＝市内の小学校に就学
い児童がいる家庭

㈰
※・祝日・年末年始は休室︒

している現在１・２年生の児
▼学童保育室実施場所＝市立

額決定 納･税通知書の写し

③平成 年度所得課税証明書
︵非課税証明書︶

平成 年４月２日〜平成 年

た住民票︵個人番号と本籍省

父
※母両方分または生計中心

４月１日生まれ

略・続柄有︶

園への入園を希望する園児を
募集します︒

▼幼稚園名＝大網幼稚園︑瑞

☎０４７５
︵７０︶
０３７２
穂幼稚園︑増穂幼稚園︑白里

在宅介護支援センターは、
大網白里市から

学予定の児童

談ください。

童および平成 年４月から就

決すべき課題となっています。

小学校内

ルドルームキッズ・らぶ︑エ

員 人までの施設︶＝チャイ

児童相談室へお気軽にご相

増穂保育所︑あさひ保育園︑
大竹保育園︑みどりが丘保育
園︑ありんこ親子保育園︑あ
ひる保育園︑こなか保育園
地域型保育事業︵０歳〜２

ンロードできます︒

ありんこの森保育園︑きょう
りゅうのたまご保育園︑鈴木
家庭保育室︑小規模保育ピッ

知書の写し

童虐待問題は社会全体で解

②平成 年度市民税県民税税

ことは一人で悩まずに、家庭

あんとんねぇさ〜
﹃九十九里地域認知症
家族の会﹄ 大網白里市

を絶たない状況において、児

申
※込状況により定員に余裕

保育施設利用児童を募集
保育施設は︑仕事や病気等
歳までの子どもを保育する定

▼受付場所＝子育て支援課

先
※着順ではありません︒

が出来ない保護者に代わって

市
※ホームページからもダウ

保育を実施しています︒平成
▼受付期間＝ 月 日㈪〜

により︑家庭で子どもの保育

年４月から保育施設の利用
月３日㈪の平日９時〜 時
時まで休日受付を

コロ︑増穂小規模保育事業所

時〜

※月１日㈯・２日㈰は︑９

ンジェルハートナーサリー︑

を希望する児童を募集してい
ます︒
行います︒

▼利用要件＝保護者が就労等
により︑子どもの保育が出来

□
申・ 子育て支援課保育班

▼入園願等受付期間＝ 月２

希望する幼稚園

︵７０︶
０３４７
☎０４７５

ない方で︑保育の必要性の認

認可保育施設＝第２保育所︑

◇保育施設一覧

付けを行っています︒

込は︑随時申込書の受け

平
※成 年４月以前の入所申

利用の可否を決定します︒

２
※月中旬までに希望施設の

定を受けた場合
認
※定を受けた場合であって
も︑希望する施設へ入所

できるとは限りません︒
▼申込書配布場所＝子育て支
援課︑各保育施設

市立幼稚園児を募集

日㈮〜９日㈮９時〜 時

また、困っていることや心配な

▼入園資格＝市内に住所があ

平成 年４月から市立幼稚

われるなどの重大な事件も後

り︑次の期間に生まれた方

平
※成 年１月１日に本市に

地域包括支援センターだより

相談 窓口

12

するなどの行動が大切です。

地域包括支援センター
☎０４７５
（７０）
０４３９
FAX ０４７５
（７０）
１０９３
在宅介護支援センター杜の街
☎０４７５
（７０）
１６６６

20

（祝日を除く㈪〜㈮ 9 時〜

17

ます。特に子どもの生命が奪

30

庭を温かく見守り、声掛けを

幼稚園

22

け、広報・啓発活動を実施して

19

には、地域ぐるみで子育て家

14
児 童 虐待に関する相談 対

応件数は全国的に増加してい

１年保育︵５歳児︶

次の①〜③のうちいずれ

住民登録がなかった方は︑
３歳児＝ 人

かひとつ︒

15 25 28

☎０４７５（７０）０３３１

12

11月は児童虐待防止推進月間

18

31

家庭児童相談室

12 3

▼募集人数
４・５歳児＝入園を希望す
る幼稚園に問い合わせください

①平成 年度市民税 県･民税
特別徴収税額の決定 変･更通

18 14

16

11

14

19

平成 年４月２日〜平成 年
４月１日生まれ
２年保育︵４歳児︶

平成 年４月２日〜平成 年

▼入園願等受付場所＝入園を

65

30

12

31

待 防止 推 進 月間 」と位 置 づ

13

19

お話をした上で必要があれば、
介護保険や
緊急通報装置等の申請の代行を行います。
〈１人暮らしの高齢者や高齢者世帯の訪問〉
「１人で暮らしている母親がしっかりはしている
と思っていたのですが、
90歳を過ぎて物忘れも
でてきたようで心配です。
月に１回くらいは自分
も行けるのですが…」
まずは、
地域包括支援センターの職員と訪
問し、
生活状況や身体・物忘れ等の心配事を
お聞きします。
すぐにはサービスの利用が必要
ない場合は、
在宅介護支援センターの定期的
な訪問による見守りを行います。
定期的な訪問
をしている中で必要となったときには地域包括
支援センター・家族と連絡をとりながらサービ
スの利用へ繋げます。
その他にも、
民生委員の方と連携し、
１人暮
らしの方を訪問しています。

業務委託を受けて市内に２か所あります。大
網・瑞穂・山辺地区を
「在宅介護支援センター
杜の街」
、
増穂・白里地区を
「在宅介護支援セ
ンターおおあみ緑の里」
が担当しています。
それぞれの在宅介護支援センターが、
高齢
者の方が住み慣れた地域でより良く生活でき
るようにお手伝いします。
心配事のある方、
身
近に気になる高齢者がいる方、
まずはお気軽
にご相談ください。
地域包括支援センターとも
連携しています。
◇生活の困りごとや介護保険などのご相談に
応じます。
ご希望に応じてご自宅に伺います
〈介護保険やその他の福祉サービスについ
ての相談・申請代行〉
「近ごろ足腰が弱って外出するのも不安で困っ
ています。
介護保険を使ったら買い物やお掃除
を手伝ってもらえますか。
市役所までは遠くて、
車にも乗れないので相談や申請に行くのが大
変です」
このような相談があったときには、
電話だけ
ではなく自宅を訪問して説明することもできま
す。
介護保険や介護予防・日常生活支援総合
事業など公的なサービスのほかにも、
移動販
売サービス・民間配食サービス等のご紹介を
します。

12

16時）
います。虐待を防止するため

（子育て支援課内）
働省では毎年11月を「児童虐

in

高齢者の
FAX

27

こうした状況の中、厚生労

11

30

11

12

31

9

31

31

４月１日生まれ

30

30

26
27

15

12

31

11

19

19

11

16

30

30

17

28

未来を担う子どもたちを温かく見守ろう

31

31

25

26
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