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子ども・若者関連情報、いきいきシニア

たま広報

子ども・若者
関連情報
令和５年度に小学校へ入学する
子どもの就学時健康診断を行い
ます

健康状況を把握し、保健上必要な
助言などを行います。

7

育士・教員免許のある方など。また

れた口座に振り込みます。

者c各枠５人まで（申し込み先着順）

は市内で子育て支援活動を行う団体

振込日 ９月９日㈮ 備考９月下旬にな

備考 要老人福祉センターの利用登

などに所属している方c各12人（申

っても振り込まれていない場合は要問

録mi電話または直接、二幸産業・

し 込 み 先 着 順）保育 ４人（ １歳６カ

い合わせi子育て支援課☎
（338）
6851

NSP健幸福祉プラザ３階事務室管

月以上の未就学児。申し込み先着
順）備考 日程・内容は変更になる場

理係☎（356）0303へ

公民館保育室開放デー

「救急医療情報キット」
を配布し
ています

合あり。申し込み用紙は、子ども家

dbc下表の通りt未就学児とその

庭支援センター「たまっこ」で配布ま

保護者m当日直接各事務室へ 備考

たは URL http://www.tamakko.jp に

詳細は、公式ホームページ参照i永

病気やけがなどで救急車を呼んだ

受付時間 午後１時15分～2時5分
（予

掲載mib９月6日㈫～22日㈭必着

山公民館☎（337）6661、関戸公民館

時に、いつもの病院や薬についてス

定）備考 詳細は、９月末に対象者へ

の、郵送・ファクシミリ・メールま

☎（374）9711

ムーズに救急隊へ情報を伝えるため

通知を郵送i学校支援課☎
（338）
6879、

たは直接持参で、申し込み用紙を、

v
（337）
7620

〒206－0031豊ヶ丘１－21－３子ど

日程
10/11㈫
10/14㈮
10/17㈪
10/18㈫
10/24㈪
10/25㈫
10/28㈮
10/31㈪
11/2㈬
11/7㈪
11/8㈫
11/14㈪
11/15㈫
11/21㈪
11/22㈫
11/25㈮
11/30㈬

会場校
多摩第三小学校
聖ヶ丘小学校
永山小学校
多摩第二小学校
北諏訪小学校
連光寺小学校
貝取小学校
南鶴牧小学校
多摩第一小学校
愛和小学校
大松台小学校
豊ヶ丘小学校
諏訪小学校
瓜生小学校
東落合小学校
西落合小学校
東寺方小学校

多摩市子育て支援員研修
修了者は、全国で通用する「子育
て支援員」
として認定します。
d11月９日㈬～令和5年２月８日㈬
t18歳以上の市内在住・在勤・在学
者c50人
（応募者多数の場合は抽選）
s5,000円程度
（テキスト代など）
n
多摩市子育て支援員研修地域保育コ
ース
（地域型保育・一時預かり事業）
おおひなた

講師 大 日向雅美氏
〔恵泉女学園大学
しおみ

としゆき

学長
（発達心理学）
〕
、汐見稔幸氏
〔東
京大学名誉教授
（教育学）〕他 備考 受
講時は健康診断を要受診。詳細は、
市役所２階子育て支援課、市内各児
童館、永山・関戸各公民館などで配
布のチラシ参照。本事業はNPO法
人あい・ぽーとステーションが受託
m９月５日㈪～10月10日㈷に、イン
ターネット手続きで、NPO法人あ
い・ぽーとステーション URL https://
www.ai-port.jp/shien/tama/ へ
（インターネット手続きができない
場合は要問い合わせ）i子育て支援
課☎
（338）
6904、NPO法人あい・ぽ
ーとステーション研修
事 務 局 ☎03（6657）
8539
（平日午前10時～午後５時）

令和４年度多摩市地域子育てサ
ポーター養成講座
子育ての知識と技術を習得し、地
域の子育て家庭を支援しませんか？
dn右上表の通りt市内在住の、子
育て支援に興味のある方、活動中の
方、家庭的保育従事者、看護師・保

も家庭支援センター「たまっこ」子育
て ひ ろ ば・一 時 保 育 事 務 室 ☎
（375）
0104、v（375）0105、ainfo@

日程

時間

場所
永山公民
10:00～12:30、
9/12㈪
館第1・2
13:30～16:00
保育室
9/7㈬・21 9:00～12:30、 関戸公民
㈬、10/5㈬ 13:30～16:45 館保育室

定員

のキットです。ケースには、説明

各10組
程度

急・防災情報シート」が入っていま

各3組程
度

tamakko.jp へ
日程
10/5㈬

時 間
10:00～
10:30
10:30～
11:30
11:30～
12:30
13:30～
15:30
10/12㈬ 10:00～
12:00
13:00～
16:00
10/19㈬ 13:00～
15:00
10/28㈮ 10:00～
12:00
11/2㈬ 14:00～
15:15
11/5㈯ 10:00～
12:00
11/9㈬ 10:00～
12:00

開講式

す。「私の救急・防災情報シート」に、
かかりつけ医・持病などの医療情報
を記入し、診察券（写）・健康保険証

内

（写）などと共に保管してください。

容

講義：多摩市における子
育て支援★
講義：多摩市における児
童家庭福祉の実態★
講義：地域子育て支援の
現状と課題★
演習：乳幼児期の生活(遊
び)と援助
実習：普通救命講習(テキ
スト代1,500円)
講義：発達障害の理解と
対応★
講義：マタニティブルーズ
および産後うつ病の理解★
講義：児童相談所の役割・
里親制度説明会★
演習：相談を受けるとい
うこと
演習：離乳食及び乳幼児
期の食事
演習：妊娠・産褥期の食事
13:00～ 実習：妊娠から産後まで
16:00
の母親と子どものケア(沐
浴)
11/12㈯ 14:00～ 講義：子どもの病気と感
16:00
染症/事故と怪我
講義：子どもの身体発達
と健康管理
11/16㈬ 14:00～ 演習：子どもと児童文化
16:00
11/19㈯ 13:00～ 講義：うつ病・パーソナ
15:00
リティ障害・統合失調症
の理解★
11/25㈮ 10:00～ 講義：子ども家庭サポー
11:00
ター・ショートステイ事
業の活動の実際
11:00～ 講義：ファミリー・サポ
12:00
ート・センターの活動の
実際
13:00～ 講義：市民活動の紹介
15:30
15:30～ 閉講式
16:00
10/19㈬ 9:30～ 実習(期間中1回。たまっ
～11/18 13:00
こ子育てひろば)
㈮
※★印は一般公開講座(対象はどなたでも。
定員に含む。申し込み先着順)

児童育成手当の現況届をご提出
ください
６月に、年度更新のための現況届
を送付しました。提出をしないと６
月分以降の手当は受けられません。
早めにご提出ください。
i子育て支援課☎（338）6851

９月は児童扶養手当の支払月です
令和４年７月分～８月分を指定さ

年金相談は府中年金事務所へ

書・シール・マグネット・「私の救

すでにお持ちの方は、情報を更新し

懐かしのキャロム
（四つ玉）
ビリ
ヤードをご利用ください

てください。
t過去に配布を受けていない65歳以
上の市内在住者 備考 配布は１世帯

時間 午前9時40分～午後0時40分・0

に１個 i・ 配布場所 市 役 所１階 高

時50分～3時50分の2枠b老人福祉

齢 支 援 課 ☎（338）6846、v（371）12

センター（二幸産業・NSP健 幸福祉

00またはお住まいの地域の各地域包

プラザ6階）t60歳以上の市内在住

括支援センター

けんこう

９月は高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間
高齢者の悪質商法被害を防ごう！

高齢者の悪質商法被害が後を絶

見守りの力で！

絶対に連絡しない。支払わない。

ちません。少しでもおかしいと感 「お試し価格」で購入したら定期購
じたらお気軽にご相談ください。
また、周囲の方の見守りも大切で

入が条件だった！⇒通信販売で商
品を購入する際は、「今がチャン

す。消費者被害の未然防止・早期

ス」などの広告を安易に信用しな

発見にご協力ください。

い。注文する前に、購入・返品条

●悪質商法への注意

件をよく確認する。

「このままだと大変なことになる」 ●高齢者被害特別相談
など不安をあおる文句で契約を迫

d9月12日㈪～14日㈬午前9時30

られた！⇒その場で判断しない。

分～正午・午後1時～4時b消費

少しでもおかしいと思ったら、消

生活センター消費者相談室
（ベル

費生活センターに相談する。

ブ）相談方法 直接来室または相談

「身に覚えのない」請求がきた！⇒

専用電話☎（374）9595へi消費生

相手の電話番号が記載されていても、 活センター☎（337）6610

多摩市要約筆記講習会
要約筆記は、聴覚に障がいのあ

～地域で活動しませんか～(全42回)
各10人（応募者多数の場合は抽選）

る方や耳が聞こえにくい方などに、 s3,670円（テ キ ス ト 代。全 回 分）
音声情報を文字で伝える支援方法

備考 子ども同伴での受講不可。

です。未経験の方も大歓迎です。

日程・曜日は変更する場合あり

d10月12日～令和５年９月6日の

mi９月16日㈮必着の、はがきま

各水曜日午後６時30分～８時30分

たは公式ホームページのインター

b二幸産業・NSP健 幸福祉プラ

ネット手続きで、住所（在学・在

ザn①手書きコース②パソコンコ

勤の場合は、学校名または会社名

ースt①②ともに義務教育を終了

と、住所・電話番号）・氏名（ふり

し、講習会終了後に多摩市に要約

がな）・年齢・電話番号・希望コ

筆記者として登録・活動できる市

ース・応募理由を記入し、〒206

内 在 住・在 学・在 勤 者。② は セ

－8666障害福祉課☎（338）6903、

キュリティ対策済みのノートパソ

v（371）1200へ（結果と詳細は９月

コンを持参でき、１分間に100文

下旬に応募者全員に通知）

けんこう

字程度のタイピングができる方c

年金請求の手続きや受給している年金について分からないことがある場合は、年金事務所にご相談ください。 備考 要事前予約
予約専用電話 ☎0570(05)4890i府中年金事務所☎042(361)1011

