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子どもの健康　子ども・保護者向けイベント

ひな祭りお楽しみ会 
1003983ID

日 2月2８日㈪午前10時30分〜11時対 1
歳以上の未就学児定申込制で先着1５
組申 2月14日㈪午前9時30分〜2６日㈯
午後６時に電話または来館場・問しん
めい児童館（☎042-５８3-６５８８）

乳幼児歯科相談 
1007575ID

日 2月2日㈬・4日㈮・9日㈬・1６日㈬・
1８日㈮の午後1時30分、1時4５分、2時、
2時1５分、2時30分から場生活・保健
センター内歯科医師による健診・相
談、歯科衛生士による歯磨き指導対
1歳６カ月〜4歳の誕生月までのお子さ
ま定申込制で各回先着５人他既に虫
歯がある場合は医療機関の受診を申
電話問健康課（☎042-５８1-4111）

BCG（結核）予防接種 
1007623ID

日①2月7日㈪・2８日㈪②1６日㈬いず
れも午前9時30分〜11時場 ①生活・
保健センター②福祉支援センター対
生後1歳未満でBCG予防接種未接種
のお子さま※生後５〜８カ月未満推奨
持母子健康手帳、予診票、バスタオ
ル、長袖服他詳細は市HP参照問健
康課（☎042-５８1-4111）

プレママ＆子どもの
お食事なんでも相談 

1016704ID

日 2月８日㈫午前、3月1日㈫午前場生
活・保健センター、オンライン、電話
対妊婦、乳幼児のいる保護者申電話
問健康課（☎042-５８1-4111）

はじめてママの日
子育てひろば体験 

1009504ID

日 2月1５日㈫午後2時〜3時対はぴは
ぴの利用が初めての生後５カ月までの
乳児と母親または妊娠中の方定申込
制で先着3組申 2月3日㈭午前10時から
電話場・問地域子ども家庭支援センタ
ー多摩平「はぴはぴ」（☎042-５８9-12６0）

ベビーマッサージ
パパも一緒にどうぞ 

1003965ID

日①2月2６日㈯午後3時1５分〜4時②3
月６日㈰午後2時30分〜3時30分場 ①
多摩平の森ふれあい館②地域子ども
家庭支援センター万願寺「にこにこ」
対生後3〜５カ月の乳児と保護者※初
めての方優先定申込制で各日先着６
組申 ①2月８日㈫②2月24日㈭午前10
時から電話問①地域子ども家庭支援
センター多摩平「はぴはぴ」（☎042-
５８9-12６0）②地域子ども家庭支援セン
ター万願寺「にこにこ」（☎042-５８６-
1312）

今春入学するお子さま
の入学通知書を発送 

1004254ID

　4月に市立小・中学校へ入学するお
子さまの入学通知書を発送します。1
月末までに届かなかった方や、4月ま
でに転出・転居を予定している方は
ご連絡ください。
　なお、国立・私立などの小・中学
校へ入学される場合は、入学承諾書
を2月10日㈭までに市役所５階学校課
へ提出してください（郵送の場合は、
簡易書留などの配達記録の残る方法
でお願いします）。
問学校課（☎042-５14-８719）

低所得の子育て世帯に
対する子育て世帯生活
支援特別給付金申請
期間終了 1018783ID

　申請受け付けは、2月2８日㈪（消印
有効）で終了します。詳細は市HP 参
照またはお問い合わせください。
問子育て課（☎042-５14-８５9８）

児童手当・児童育成手
当の振り込み 

1000561ID

　令和3年10月分〜4年1月分の児童手
当（特例給付含む）と児童育成手当は、
2月1５日㈫に指定の口座に振り込みま
す。
問子育て課（☎042-５14-８５9８）

子育て世帯を支援するために一時金を支給して
います。右表の①〜③に該当する児童の保護者（児
童手当の受給者またはそれに準ずる人）が対象で
す。
※��③の保護者のほか、公務員で①〜③の保護者は
申請が必要。対象となる児童手当の所得基準、
必要書類などの詳細は市 HP参照

申 2月2８日㈪（消印有効）までに〒191-８６８６日野市役
所子育て課へ郵便または電子申請※令和4年3月1
日〜31日生まれの児童はご相談を

日・場・定下表の通り。午前コースは（前半）午前9時30分〜10時30分、
（後半）午前10時4５分〜11時4５分、午後コースは（前半）午後1時30分〜
2時30分、（後半）午後2時4５分〜3時4５分※おおむね月3・4回、６0分間
の教室で全3６回。途中で他会場への変更は不可。申込多数の場合は抽
選（結果は3月中旬に通知予定）内健康運動指導員による簡単なストレ
ッチなど対運動習慣がない６５歳以上の市民（昭和33年4月1日以前生ま
れ）※要支援・要介護の認定を受けている方は申し込み不可。4年（隔
年を含む）以上は継続不可。楽・楽（ミニ楽・楽）トレーニング体操と
併せての申し込み不可。楽・楽トレーニング体操の参加者募集は広報
3月号、ミニ楽・楽は4月号に掲載予定￥ 2,000円申 2月17日㈭（必着）
までに〒191-0011日野本町1-６-2生活・保健センター内健康課さわや
か健康体操係へ 往復はがきで（1人1通。夫婦で同一会場・曜日・時間を希
望する場合は1通で可）。往信用裏面に①希望する会場（第1希望と第2
希望）・曜日・時間②氏名（ふりがな）③住所④生年月日⑤電話番号を、
返信用表面に郵便番号、住所、氏名を記入

子育て世帯への臨時特別給付金を支給

1016460ID 問健康課(☎042-５８1-4111)

1018657ID 問内閣府コールセンター（☎0120-５2６-14５）、市子育て世帯への臨時特別給付金コール
センター（☎042-５14-８912）

さわやか健康体操参加者募集（令和4年4月～5年3月）

対象児童 申　請 支給時期 支給額

①令和3年9月分の児童手
当(特例給付除く)の支給
対象となる児童

不要
個別に案内を送付済み(児童
手当の振り込み口座に支給）

令和3年12月27
日に振り込み
済み

対象児
童1人に
つき
10万円

②令和3年9月1日～ 4年3
月31日に生まれた児童手
当(特例給付除く)の支給
対象となる児童

必要
窓口で児童手当申請時にあわ
せて申請
※令和3年11月30日までに児童
手当を申請した場合は本給付
金の申請は不要

申請された指
定口座に申請
日の翌月振込
(予定)
※②に該当し、
令和3年11月30
日までに児童
手当を申請し
た場合は令和
3年12月27日に
振り込み済み

③高校生(平成15年4月2日
～18年4月1日生まれ)で、
保護者の所得が児童手当
(本則給付)の支給対象とな
る金額と同等未満の児童

必要
同じ世帯に①の児童がいる場
合は申請不要

会場 曜日・時間 1コース
定員

落川交流センター
（落川1400） 月曜日　午後　（前半・後半） 13人

福祉支援センター
（高幡1011）

月曜日　午前　（前半・後半） 20人

火曜日　午後 （前半・後半） 20人

木曜日　午前 （前半・後半） 20人

教育センター体育
館（程久保550） 木曜日　午後 （前半・後半） 30人

新井地区センター
（石田2-4-6） 木曜日　午後　（前半・後半） 13人

勤労・青年会館
（多摩平1-10-1） 木曜日　午後　（前半・後半） 15人

多摩平一丁目地区
センター
（多摩平1-14-95）

木曜日　午前　（前半・後半） 13人

多摩平の森ふれあ
い館内多摩平交流
センター
（多摩平2-9） ※1

水曜日　午前　（前半・後半） 30人

Tomorrow PLAZA
内Tree HALLひの
社会教育センター
（多摩平3-1-1）

水曜日　午後　（前半・後半） 32人

日野台地区セン
ター（日野台4-17） 月曜日　午前　（前半・後半） 15人

市民の森ふれあい
ホール
（日野本町6-1-3）

月曜日　午前　（前半・後半） 20人

※1　  「多摩平の森ふれあい館内多摩平交流センター」は、令和4年10月
～ 12月にかけて改修工事が行われます。工事期間中は、代替会
場として「Tomorrow PLAZA内Tree HALLひの社会教育セン
ター」での実施を予定していますが、万が一、工事期間が前後し
た場合は教室がお休みになることがあります。あらかじめご了
承ください

会場 曜日・時間 1コース
定員

生活・保健センター
（日野本町1-6-2）
（Aは1階「健康サ
ポートルーム輝

かがやき

」、B
は2階「健康増進室」
で開催）

月曜日　午前A　（前半・後半） 37人

月曜日　午後A　（前半・後半） 37人

火曜日　午前A　（前半・後半） 37人

金曜日　午前A　（前半・後半） 37人

火曜日　午前B　（前半・後半） 15人

金曜日　午前B　（前半・後半） 15人

東神明地区セン
ター（神明2-13-1） 火曜日　午前　（前半・後半） 12人

栄町こうゆう館内栄
町二丁目地区セン
ター（栄町2-13-4）

木曜日　午前　（前半・後半） 13人

新町交流センター
（新町1-13） 水曜日　午前　（前半・後半） 45人

東宮下地区センター
（東平山3-11-20） 水曜日　午前　（前半・後半） 13人

平山台健康・市民
支援センター体育
館（平山2-1-1）

金曜日　午前　（前半・後半） 20人

七生台地区セン
ター（平山3-26-3） 水曜日　午後　（前半・後半） 13人

南平駅西交流セン
ター（平山4-18-1） 木曜日　午前　（前半・後半） 15人

平山季
すえ

重
しげ

ふれあい
館内平山交流セン
ター（平山5-18-2）

水曜日　午前　（前半・後半） 20人

南平体育館
（南平4-23-1）

水曜日　午前　（前半・後半） 25人

木曜日　午前　（前半・後半） 25人

社会福祉法人
東京光の家
（旭が丘1-17-17）

月曜日　午前　（前半・後半） 13人

▲往信用裏面記入方法

（往信うら）

①希望会場・曜⽇・時間
第１希望
●●会場 ●曜⽇ 前半
第２希望
△△会場 ■曜⽇ 後半

②あなたの⽒名（ふりがな）
③あなたの住所
④⽣年⽉⽇
⑤電話番号
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