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問健康管理課!７３ー１２００、保健福祉室!６７ー３１１８

乳乳幼幼児児とと健健康康

問健康管理課!７３ー１２００、保健福祉室!６７ー３１１８持参する物…①母子健康手帳②予診票
※ＢＣＧ接種は接種期間が短いので（生後６か月まで）接種漏れの無いように注意してください。乳乳幼幼児児予予防防接接種種

裁判員制度とは、国民の皆さんに裁判
員として刑事裁判に参加してもらい、被
告人が有罪かどうか、有罪の場合どのよ
うな刑にするかを裁判官と一緒に決めて
もらう「国民の司法参加」を実現する制
度です。
千葉地方・家庭裁判所八日市場支部で
は、裁判員制度を分かりやすく解説した
広報用映画「裁判員」を上映します。
日時…５月１２日（土）午前の部１０時～
午後の部１３時３０分～ 会場…千葉地方・
家庭裁判所八日市場支部 出演者…村上
弘明、長門裕之、山口果林ほか 上映時
間…６９分（上映前に制度に関する説明を
行います） 定員…午前午後とも各先着
３０人の合計６０人 申し込み期間…５月１
日（火）～１０日（木）月曜日から金曜日
の９時～１７時（祝日除く）
問千葉地方・家庭裁判所八日市場支部庶
務課 !７２ー１３００ ＦＡＸ７３ー６５７１

子子育育てて支支援援情情報報
知っていますか？

裁判員制度

映画「裁判員」を上映

備備 考考

健康手帳をお持ちください。

受受付付時時間間

９時～１１時

場場 所所
保健センター
野栄福祉センター

日日 程程
１７日（木）
２４日（木）

対対 象象
生後３～１２か月未満または９０か月未満の未接種者
生後３～６か月未満。三種混合を１回または２回終了した方
平成１９年２月生まれ。９０か月未満の未接種者
平成１８年５月生まれ。（生後１２か月から２４か月以内）
小学校就学前児童（平成１３年６月から７月生まれ）
ＭＲの第Ⅰ、Ⅱ期の対象者で麻しんまたは風しんどちらかにかかった人

場場 所所
保健センター

〃
指定医療機関

〃
〃
〃

受受付付時時間間
１３：３０～１４：３０
１３：３０～１４：３０

麻麻ししんん・・風風ししんん（（単単独独ワワククチチンン））

実実 施施 日日
８日（火）
１０日（木）

三三種種混混合合
麻麻ししんん・・風風ししんん混混合合（（ＭＭＲＲ））ⅠⅠ期期
麻麻ししんん・・風風ししんん混混合合（（ＭＭＲＲ））ⅡⅡ期期

種種 類類
ポポリリオオ
ＢＢＣＣＧＧ

集集 団団
予予防防接接種種

個個 別別
予予防防接接種種

対対 象象
平成１９年１月生まれ
平成１７年１０月生まれ
平成１５年１１月生まれ
平成１６年１２月生まれ
平成１６年４月生まれ
平成１８年５月生まれ
希望者

希望者

希望者

主に２～４歳児の親子

場場 所所
保健センター

〃
〃
〃
〃
〃
〃

〃

〃

野栄農村環境改

善センター

受受付付時時間間
１３：４５～１４：３０
１３：００～１４：００
１３：００～１３：４５
９：００～９：４５
１３：００～１３：３０
１３：００～１３：３０
１４：００～１５：００

お子さんの行動や発達
などの相談

発音などの
言葉の相談

１３：３０～１４：００

実実施施日日
３０日（水）
１６日（水）
１５日（火）
２４日（木）
２４日（木）
２２日（火）
２２日（火）

要予約

要予約

２９日（火）

種種 類類
４か月児
１歳６か月児
３歳児一般
２歳児歯科
３歳児歯科
すくすく歯っぴい
乳幼児健康相談

発達相談

ことばの相談

親子なかよし教室

健健
康康
診診
査査

健健
康康
相相
談談

遊遊びびのの
教教室室

場場所所（（問問いい合合わわせせ））

野栄福祉センター和室
（保健福祉室!６７!３１１８）

野栄福祉センター和室
（保健福祉室!６７!３１１８、
及川美佐子!６７!３４０８）
野栄農村環境改善センタ
ー和室
（若林幸恵!６７－５９６５）
野栄福祉センター和室
（保健福祉室!６７!３１１８）

八日市場公民館第一講座
室（福祉課!７３!００９６）
八日市場保育所!７２!０７２８
豊和保育所!７４!０３４４
吉田保育所!７２!０６６８
豊栄保育所!７２!０６７６
飯高保育所!７４!０７８２
共興保育園!７２!４４００
椿海保育園!７２!２３２３
須賀保育園!７２!２３１２
平和保育所!７３!１５４４
匝瑳保育園!７４!０１２３
栄保育園!６７!２８７２
東保育園!６７!５１５０
のさか幼稚園!６７!４６３３

共興保育園!７２!４４００

あかしあ幼稚園!７３!１５１５

時時 間間

１０：００～１１：３０

１０：３０～１１：３０

今月はお休みです

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：３０

１０：００～１１：００
１０：００～１１：００
９：３０～１１：００
１０：００～１１：００
１０：００～１１：００
１０：００～１１：３０
１０：００～１１：３０
９：３０～１１：３０
９：３０～１１：００
９：３０～１０：４５
９：３０～１１：００
９：３０～１１：００
９：３０～１１：００

１０：００～１１：３０

９：３０～１１：００

実実 施施 日日

１・９・１０・１７
・２４・２９・３１日

１８日（金）

８日（火）
１５日（火）
２２日（火）
１日（火）
２２日（火）
９日（水）、２３日（水）
土、日曜日以外
２日（水）
水曜日
土、日曜日以外
９日（水）
１６日（水）
１０日（木）、２４日（木）
第２・第４木曜日
火曜日※雨天中止
木曜日
水曜日
金曜日

第３木曜日

７日（月）

区区 分分

野栄福祉センターの和室
開放（畳４０畳のスペース
で遊べます）

わんぱく広場
（赤ちゃんから未就学児
までの遊びや交流）

ドリームキッズ
（本の読み聞かせや人形
劇など）

チューリップキッズ
（広い和室で子どももマ
マもリラックス）

子育て広場（親子同士の
交流・子育て相談）

園庭開放

（それぞれの保育園で

企画があります）

ふれあい保育
（園児と交流・行事参加）
みんなの広場
（親子で遊ぼう）

通常の診察時間
（一部指定曜日
・時間あり）

１４広報そうさＨ１９．５．１



旧軍人等で恩給等を受けていない恩給
欠格者、戦後、ソ連やモンゴルに強制抑
留された方、終戦に伴い本邦以外の地域
から引揚げられてこられた「ご本人」に、
あらためて慰籍の念を表すため、内閣総
理大臣名の「特別慰労品」を贈呈してい
ます。
過去に内閣総理大臣名の書状等を受け
た方、書状等の請求をしなかった方も対
象です。
請求書は、福祉課および野栄総合支所
保健福祉室の窓口に置いてあります。
請求期間…平成２１年３月３１日まで
問独立行政法人平和祈念事業特別基金
!０１２０ー２３４ー９３３（月～金、９時１５分～
１７時１５分、土日休み）
ホームページhttp://www.heiwa.go.jp

災害時には多くの一般市民や各種団体
がボランティア活動に参加します。それ
ぞれのボランティアがばらばらに活動し
ていたのでは、機能的に活動することは
できません。
赤十字では、災害時に地元市町村で力
を発揮してもらうため、日ごろから訓練
や研修を実施しボランティアの養成を行
っています。あなたも赤十字防災ボラン
ティアに登録しませんか。
日時…６月１６日（土）１０時～１５時 会場
…市民ふれあいセンター２階会議室 申
し込み方法…開催日の前々日までに住所
・氏名・電話番号をＦＡＸ、e-mail、
郵便のいずれかで
【問い合わせ・申し込み先】〒２６０‐８５０９
千葉市中央区千葉港４ー１日本赤十字社
千葉県支部救護福祉課!０４３ー２４１ー７５３１
ＦＡＸ ０４３ー２４８ー６８１２
e-mail :chibasibu@mvb.biglobe.ne.jp
URL : http : //www.chiba.jrc.or.jp

赤十字では、災害救護、救急法等講習
会の普及や青少年・ボランティアの育
成、献血、医療事業はもとより、海外に
おける緊急救援、途上国への援助など人
道的活動を行っています。あなたもぜひ
人道的な活動への参加をお願いします。
また、これらの活動は、皆様のご協力
によって支えられています。５月・６月
は赤十字運動月間です。赤十字では、人
道的な事業を推進するため活動資金のご
協力をお願いしています。
問日本赤十字社千葉県支部振興課広報係
!０４３ー２４１ー７５３１

日時…５月１９日（土）９時～１２時 場所
…市民ふれあいセンター 内容…普通救
命講習「心配蘇生法」と「ＡＥＤを用い
た使用方法」 定員…２０人
講師…匝瑳市横芝光町消防組合から
申し込み締め切り…５月９日（水）まで
※定員になり次第締め切ります

問市社会福祉協議会!７３ー０７５９

八日市場第二中学校では、授業や生徒
の活動の様子を地域の方々に公開しま
す。
日時…５月１６日（水）８時３０分～１２時２０
分、１７日（木）８時３０分～１５時３０分 お
願い…駐車場は、野球場外野側をご利用
ください。昇降口は、生徒昇降口をご利
用ください。その際、受付で署名をお願
いします。スリッパをご持参ください。
申し込み・問い合わせ…５月１１日（金）
までに同校常世田!７２ー１３７５、ＦＡＸ７２
ー１３７６

椿海小学校では、授業の様子を地域の
方々に公開します。
日時…５月１日（火）午前２時間程度
申し込み・問い合わせ…椿海小学校内山
!７２ー２３５３、ＦＡＸ７０ー２０４７

若い子育て世帯などの経済的負担の軽減を図るために、平成１９年４月分から３歳未満
の児童に対する手当月額が第１子・第２子について５，０００円から倍増し、第３子以降と
同じく一律１０，０００円になりました。

今回の改正に伴う特段の手続きは不要です

すでに手当を受けている方は特段の手続きは不要です。３歳未満の児童（平成１６年４
月１日以降に生まれた子）の手当額は平成１９年４月から一律１０，０００円となります。また、
３歳到達後の翌月からは、第１子・第２子については５，０００円となります。
ただし、手当を受給できるのに請求をしていない方、または請求をしていない児童が
いる方（上の子は請求してあるが下の子について未請求の方など）は手続きが必要です。
手続方法などについてはお問い合わせください。

児童手当を受けられなかった方へ

平成１９年度（６月分～翌５月分）の児童手当の所得制限は、請求者の平成１８年中の所
得を比較の対象とします。支給対象となる児童を養育しているにもかかわらず、所得制
限などにより手当が支給されていない方で、平成１９年度は該当すると思われる方は新た
に申請が必要です。手当は申請した翌月分から支給されますので、今月中の手続きをお
勧めします。手続方法などについてはお問い合わせください。

問福祉課児童班!７３ー００９６ 野栄総合支所保健福祉室!６７ー３１１８

児童手当制度が拡充されました 赤十字活動への
ご協力をお願いします

３歳未満の児童について一律月額１万円に

拡充の内容（支給月額の一部増額）

災害ボランティア講座

八日市場二中 学校公開

防災ボランティア説明会恩給欠格者
戦後強制抑留者
引揚者の皆様へ

椿海小 学校公開

平成１９年４月分から
１０，０００円
１０，０００円
５，０００円
１０，０００円

平成１９年３月分まで
５，０００円
１０，０００円
５，０００円
１０，０００円

支給対象児童
第１子・第２子
第３子以降
第１子・第２子
第３子以降

３歳未満

３歳以上

１５


