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就学前のお子さんを誕生月にご紹介します。６月号に掲載を希望される方は、５月６日（金）までに写真とコメント（50字程
度）をお寄せください。 （秘書広報課秘書広報係）

松
まつ

山
やま

　碧
あお い

生くん（油井）
平成25年生まれ/３歳
父：秀和さん　　母：けい子さん
３歳のお誕生日おめでとう。おしゃべり
が増えて、歌も上手に歌えるようになっ
たね。できることがたくさん増えてきた
碧生。これからも元気に成長してね。

安
やす

田
た

　雫
しず

輝
き

くん（毘沙門堂）
平成27年生まれ/１歳
父：隆寛さん　　母：美咲貴さん
１歳のお誕生日おめでとう！毎日たくさん
の笑顔で家族みんなを明るく元気にしてく
れてありがとう！これからもたくさん遊ん
で、元気にすくすくと大きく育ってね☆

和
わ

田
だ

　心
こころ

ちゃん（油井）
平成23年生まれ/５歳
父：智さん　　母：愛さん
５歳のお誕生日おめでとう♡いつもお手
伝いをしてくれてありがとう！とても助
かってるよ。これからも元気に大きく
なってね★

大
おお

内
うち

　圭
けい

くん（油井）
平成27年生まれ/１歳
父：信行さん　　母：美緒さん
圭１歳お誕生日おめでとう！笑って泣いてたくさん食
べておしゃべりもじょうずになったね。圭の一つ一つ
の成長がとってもうれしいよ♡おにいちゃんおねえ
ちゃんと元気に遊んですくすく大きくなってね★

本
ほん

田
だ

　菜
なの は

晴ちゃん（油井）
平成27年生まれ/１歳
父：敏明さん　　母：了さん
１歳お誕生日おめでとう☆２人のお姉さ
んみたいにたくさん笑ってたくさん遊ん
でケガなくすくすく大きくなってね♡

渡
わた

邊
なべ

　旭
あさひ

くん・光
ひかる

くん（吉倉）
平成27年生まれ/１歳
父：博之さん　　母：寿里さん
１歳の誕生日おめでとう！双子仲良く元気に
大きくな～れ！お兄ちゃんとも仲良くね。

樋
ひ

口
ぐち

　舞
まい

ちゃん（根崎）
平成27年生まれ/１歳
父：真さん　　母：有子さん
舞ちゃんが生まれて、またひとつ幸せが
増えました☆ありがとう。これからもよ
ろしくね♡１歳のお誕生日おめでとう!!

壷
つぼ

屋
や

　太
たい

輝
き

くん（郭内）
平成27年生まれ/１歳
父：和良さん　　母：美千子さん
太輝、１歳のお誕生日おめでとう。お兄
ちゃん２人に負けないくらいとっても元
気な太輝。パパ、ママ、にいにい達といっ
ぱい遊ぼうね☆

野
の

地
ぢ

　詩
し

音
おん

くん（下川崎）
平成27年生まれ/１歳
父：仁さん　　母：かほりさん
しーくん、１歳のお誕生日おめでとう☆
はいはいが上手になったね。お姉ちゃん
と仲良くあそんでね♡

安
あん

齋
ざい

　咲
さき

ちゃん（平石高田）
平成26年生まれ/２歳
父：政喜さん　　母：一枝さん
２歳の誕生日おめでとう！いっぱいお話
できるようになったね。咲の笑顔は我が
家の宝です。

安
あん

齋
ざい

　歩
あゆ み

海くん（小沢）
平成27年生まれ/１歳
父：啓太さん　　母：陽子さん
いつもおじいちゃんおばぁちゃんに面倒
を見てもらってぴょんぴょんしてるあゆ
くん！優しい子に育ってね☆１歳のお誕
生日おめでとう♪

わが家のアイドル ～５月生まれのおともだち～

５月５日はこども
の日。５月生まれ
のみんな、お誕生
おめでとう!!
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＊相談担当　保健相談…保健師　　栄養相談…栄養士
　　　　　　歯科相談…歯科衛生士　こころの健康相談…臨床心理士
◆市民はどなたでも相談いただけます。お気軽にご相談ください。
　あらかじめ予約いただけますと待ち時間が軽減できます。
◆こころの健康相談は予約制です。相談の３日前までにお申込みください。

◎問い合わせ…健康増進課予防係☎（55）5109

　どの地域の保健センターでも受診できます。お住まいの地区に関係
なく、ご都合のいい日程・時間に合わせておいでください。
◆７カ月児健康相談

対象者 期日 場所 受付時間
平成27年９月１日～

10月10日生 ５月９日㈪ 二本松保健センター 13：15～
13：30

平成27年９月１日～
10月31日生

５月26日㈭ 岩代保健センター ９：15～
９：30５月31日㈫ 東和保健センター

◆１歳児健康相談
対象者 期日 場所 受付時間

平成27年３月１日～
４月15日生 ５月９日㈪ 二本松保健センター ９：15～

９：30

平成27年３月１日～
４月30日生

５月26日㈭ 岩代保健センター ９：15～
９：30５月31日㈫ 東和保健センター

◆２歳児健康相談
対象者 期日 場所 受付時間

平成26年２月６日～
３月10日生

５月25日㈬
安達保健福祉センター ９：00～

９：15６月１日㈬

◎問い合わせ…健康増進課保健係☎（55）5110
二本松保健センター☎（55）5108
岩代保健センター☎（65）2820
東 和 支 所 保 健 師☎（66）2499

◆４カ月児健康診査　※対象日に都合が悪い場合はご連絡ください。
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成28年１月６日～
１月25日生 ５月18日㈬ 安達保健福祉センター 12：30～

13：00

◆10カ月児健康診査
・対象者は満10カ月を迎えた方です。（まだの方は、１歳前まで受診

できますので早めに受けましょう。）
・個別健診で実施していますので、問診票と「10カ月児健康診査のお

知らせ」（出生届出時の配布）をご覧になり、実施医療機関に予約の
上、受診してください。

◆１歳６カ月児健康診査　※対象日に都合が悪い場合はご連絡ください。
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成26年９月26日～
10月10日生 ５月11日㈬ 二本松保健センター

12：00～
13：20平成26年10月11日～

10月25日生 ５月19日㈭ 安達保健福祉センター

◆３歳児健康診査
対象者 期　日 場　所 受付時間

平成25年１月６日～
１月27日生 ５月13日㈮ 二本松保健センター

12：00～
13：20平成25年１月28日～

２月13日生 ５月17日㈫ 安達保健福祉センター

※ ３歳児健診の案内通知が届きましたら、受診の可否についてお知ら
せください。（指定の日程で受診できる場合も予約が必要です。）指
定の日程・会場で受診ができない場合は、変更可能です。

※ 集団（４カ月・1.6歳・３歳児）健診では、歯科・保健相談を行ってい
ます。歯科指導では希望があれば保護者の方の歯みがき支援も行っ
ています。

乳幼児健康 診 査

乳幼児健康 相 談

定 例 健 康 相 談
実施日 場　所 受付時間 内　容

２日
（月）

二本松保健センター
9：00～11：00

歯科・栄養・保健
相談

安達保健福祉センター 保健相談岩代保健センター
道の駅ふくしま東和 歯科・保健相談

16日
（月）

二本松保健センター 9：00～11：00 保健相談
安達保健福祉センター 歯科・保健相談
道の駅さくらの郷 9：00～10：30 歯科・保健
東和保健センター 9：00～11：00 栄養・保健

25日
（水） 安達保健福祉センター 13：30～15：30 こころの健康相談

育　児　教　室
（二本松地域） ◎問い合わせ…子育て支援センター☎（23）0415

行事名 日時（受付時間） 会　場 概　要

親子教室

10日、17日、24
日※全て火曜

９：45～
11：30

子育て支援
センター

（二本松保
健センター
内）

２歳児からの
親子対象

13日、27日
※全て金曜
※13日は０・１
歳児合同開催で
10：30～11：30

９：45～
10：45 ０歳児親子対象

11：00～
12：00 １歳児親子対象

育児講座 17日（火） ９：45～
12：00

17日：親子で料理
（限定20組・要予約）

通常開放 毎日（土・日曜
日、祝日を除く）

８：30～
16：00

年齢制限なし
（保護者同伴）

（安達地域） ◎問い合わせ…健康増進課☎（55）5110
行事名 日時（受付時間） 会　場 概　要

おひさま
クラブ（木曜） 19日、26日 10：00～

11：30

安達保健福
祉センター
※19日はふ
るさと村

年齢制限なし
（保護者同伴）

（安達地域） ◎問い合わせ…あだち保育園☎（61）3290
行事名 日時（受付時間） 会　場 概　要

通常開放
毎日（土・日
曜日、祝日
を除く）

８：30～
12：00

子育て支援
センター

（あだち
保育園内）

年齢制限なし
（保護者同伴）

（岩代地域） ◎問い合わせ…小浜保育所☎（55）2124
行事名 日時（受付時間） 会　場 概　要

すくすく広場
（木曜） 

12日、19日、
26日

10：00～
11：30

子育て支援
センター

（小浜保育
所内）

母の日のプレゼン
トを作ろう など

通常開放 毎日（土・日曜
日、祝日を除く）

８：30～
13：30

年齢制限なし
（保護者同伴）

（岩代地域） ◎問い合わせ…いわしろさくらこども園☎（57）2709
行事名 日時（受付時間） 会　場 概　要

さくらっこ広
場（水曜） 11日、25日 10：00～

11：30
子育て支援
センター

（いわしろ
さくらこど
も園内）

シールで遊ぼう 
など

通常開放 毎日（土・日曜
日、祝日を除く）

８：30～
13：30

年齢制限なし
（保護者同伴）

（東和地域） ◎問い合わせ…東和保健センター☎（66）2499
行事名 日時（受付時間） 会　場 概　要

つくしくらぶ
（水曜） 11日 10：00～ 東和保健セ

ンター お昼ごはん作り

（東和地域） ◎問い合わせ…とうわこども園☎（24）8125
行事名 日時（受付時間） 会　場 概　要

わくわく広場
（火曜） ※18日
は水曜日

10日、18日、
24日、31日 10：00～ 子育て支援

センター
（とうわこ
ども園内）

タオルで遊ぼう
など

通常開放 毎日（土・日曜
日、祝日を除く）

８：30～
13：30

年齢制限なし
（保護者同伴）
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ひ
と
り
親
家
庭

 

へ
の
支
援
経済的支援

就労への支援

負担の軽 減 児童扶養手当
　ひとり親家庭の生活の安定と
自立を促進し、児童の福祉の増
進を図るため手当を支給します。
受 給資格　次のいずれかにあて

はまる18歳に達する日以降最
初の３月31日までの間にある
児童（心身障がい児は20歳未
満）を育てている父母または
養育者（所得制限あり）。

　・  父母が婚姻（事実婚を含む）
を解消した児童

　・  父または母が死亡した児童
　・  心身に重い障がいのある父

または母をもつ児童　など
※ 公的年金の受給など、状況に

より手当が減額になる場合や
手当を受けられない場合あり。

※ 手当を受けるには申請が必要。
手当額
・月額　　　 42,330円
・第２子加算　5,000円
・第３子加算　3,000円
※ 本人や同居家族の所得によっ

て手当の減額や手当が支給さ
れない場合あり。

ひとり親家庭医療費助成
　ひとり親家庭の生活の安定と
自立を助けるため、医療費の一
部を助成します。
受給資格　次の全てに該当する
方が対象となります。
　・  18歳未満の児童を養育して

いる母子家庭の母または父
子家庭の父とその児童およ
び父母のいない18歳未満の
児童（なお、子ども医療費
制度を利用できる児童は同
制度が優先）。

　・  国民健康保険または社会保
険に加入している。

　・二本松市に住所がある。
　・  前年（１月～６月までの申

請については前々年）の所
得が児童扶養手当を支給さ
れる場合の所得制限額以下
である。

※ 助成を受けるには、事前の登
録申請と月毎・医療機関毎に
助成申請書を市役所に提出す
る必要あり。

母子父子寡婦福祉資金貸付金
　経済的な自立や児童の修学な
どに必要な資金を借りることが
できます。福島県の母子・父子
自立支援員が資金の借入や償還
の相談に応じます。貸付の種類
には、修学資金、生活資金、就
学支度資金など12種類がありま
す。

高等学校卒業程度認定試験
（高卒認定試験）合格支援給付金
　ひとり親家庭の親が高卒認定
試験合格のための講座を受講し、
講座を修了したときおよび試験
に合格した時に、受講費用の一
部を給付します。

※ 就労への支援は、受講前に事
前相談をしていただく必要が
あります。

就職に関する相談会
　福島県母子家庭等就業・自立
支援センターでは、県内にお住
まいでお仕事をお探しのひとり
親家庭の方々を対象に、毎月１
回、就職に関する相談会を行っ
ております。
　相談無料ですので、お気軽に
お問合せください。
相談日　５月11日（水）
　　　　６月14日（火）
　　　※７月以降もあります。
場　所　 福島県総合社会福祉セ

ンター（福島市渡利七
社宮111）

問い合わせ…
 福島県母子等就業・自立支援セ
ンター☎024（521）5699

自立支援教育訓練給付金
　ひとり親家庭の父母が、就職
に有利になるよう、介護職員初
任者研修や医療事務等厚生労働
大臣の指定する「指定教育訓練
講座」（詳しくは、ハローワーク
の「教育訓練給付制度」のホーム
ページをご覧ください。）を受講
し、修了した場合に受講費用の
一部を助成します。

高等職業訓練促進給付金
　ひとり親家庭の父母の生活の
安定を図るため、看護師、准看
護師、介護福祉士等の資格取得
のため養成機関で修業する場合
に、一定期間の生活の安定を図
るための費用を給付します。

寡婦（夫）控除みなし適用
　未婚のひとり親世帯で保育所
等を利用するときは、寡婦（夫）
控除が該当しないことで保育料
が高くなる場合があります。
　このような状況を改善するた
め、未婚のひとり親世帯で保育
所等を利用するときに、仮に寡
婦（夫）控除を該当させて保育料
を計算する「寡婦（夫）控除のみ
なし適用」を実施します。

◎問い合わせ…
　子育て支援課子ども家庭係
　☎（55）5094

子
育
て
支
援

C
h

ild C
are


