広報こしがやお知らせ版

日㈯︑午後２時〜３時

子育て

d 市民活動支援センター

県の里親フォスタリング事業

a ９月

分

e

﹁ななサポこしがや﹂活動室Ｂ

h 無料

g 養育里親の方や︑そこで育

った方の話を聞く

れも午前９時

可施設・事業所 ︒施設一覧は︑

市ホームページや冊子﹁保育

分〜

１１

時
d認

e 当日各園で受

所・保育サービスのご案内﹂を

ご覧ください

け付けます

＊認定こども園や地域型保育は

事前の連絡をお勧めします

＊一斉見学会のほかに各施設・

事業所で説明会等を実施して

b ＮＰＯ法人キ

電話で左記へ

います︒施設に直接お問い合

わせください

年４月

ーアセット☎９７２＝６１９７

保育施設の一斉見学会

＊北越谷幼稚園が平成

３０

ほっと越谷の催し

いずれもH無料 DEB男女共同参画支援セ
ンター
「ほっと越谷」
☎970-7411
（月曜日、祝日
休所）

女性記者がリアルに語る！ #MeToo セ
クハラ報道 最新メディア動向 知って
おきたい 情報の読み解き方

A9月8日㈯、午後2時〜4時 G毎日新聞記者
の中村かさねさんがエピソードを交えながら語る
F30人
（1歳６カ月〜就学前のお子さんの保育
あり）

育児休業取得中の女性のための職場復
帰準備講座

A9月2日㈰・9日㈰・12日㈬、午前10時〜正午
（全3回） G育児と仕事の両立に役立つ連続講
座 F市内在住で育児休業取得中または妊娠
中の有職女性16人
（３カ月〜1歳未満のお子さ
んの保育あり。要予約。1人1回、保育料1,000
円）
。パートナーの参加可。2日のみ0歳のお子さ
んの同席可 E8月７日㈫、午前9時から

第１回
「ほっと越谷」
ブックサロン

A9月2日㈰、午後2時〜4時 F15人
（1歳６カ
月〜就学前のお子さんの保育あり）

市民活動支援センター

ななサポこしがやの講座

お子さん１人に

った県内在住の 歳以下の方

月１日以降︑交通遺児等とな

べ て の 交 通 事 故 が 対象 ︶ に

方 ︶ が 交 通 事 故 ︵ 陸海 空 す

で ︑ 保 護 者 ︵ 一 方 また は 双

市民活動ってなんですか？２〜市民活動
体験ノートをつくろう〜

A8月20日㈪、午前10時〜正午、午後1時〜3
時 G市民活動体験ノートをプレゼント F小
学生各回30人
（保護者も参加できます）

親子で学ぶおこづかい会議

A8月22日㈬、午前10時〜正午
の保護者15組

２月
日㈭までに直接または

３１

年５月給付分は

︑☎

ご

３１

日㈮︑

２８

月

０４８＝８２２＝０１９１︶

… 歳以下の方

１８

郵送でみずほ信託銀行浦和支

へ︒申込書類は︑くらし安心

330

＝００６３ さいたま

埼玉県交通安全対策協議会

課︵中央市民会館４階︶︑学校

店︵ 〠

では︑埼玉県内在住の交通遺

などで配布します

＊交通遺児等

１８

市浦和区高砂２の６の

児等を対象に︑援護一時金を

年４

２９

F小学生とそ

交通事故被害者の
ご家族への
援護金について

給付しています︒

平成

１８

︿給付対象者﹀

より死亡または重い障がい

を負った方

いずれもH無料 DEB市民活動支援センター
「ななサポこしがや」
☎969-2750。下記のほか、
かふぇとも、ぽっぽひろば、パソコンなんでも相
談も開催します

︿給付額﹀

月または

万円︵１回のみ︶

＊6月の街頭犯罪件数 路上強盗・ひったくり3件 自動車・オートバイ盗12件 自転車盗110件 侵入盗20件

１５

d 中央市民会館５階第４・

つき

３１

３０

男女共同参画支援センター

ら

g 障害年金の給付内

︿給付時期﹀

５会議室

１０

１１

b 埼玉県防犯・交通安全課 ☎

第8回ひかりの森フェア

A9月7日㈮・8日㈯、午前10時〜午後3時 D
地 域 活 動 支 援センターひかりの 森（弥 生 町
1-9） G視覚障がい者用の福祉機器・用具の
展示・体験 H無料 B地域活動支援センタ
ーひかりの森・中村☎962-9888

年５月

千間台ファミリーズ発表会

A8月25日㈯、午後1時開場、1時30分開演
D北部市民会館3階劇場 G混声合唱の発表
H無料 E当日会場へ B渡辺☎977-7376

敬老の日を前に無料散髪を実施

A9月10日㈪、午前10時〜午後5時 Dパン
ダ理容室赤山店
（赤山町2-178-1） F65歳
以上の方 E事前に電話で下記へ Bパンダ
理容室赤山店☎965-4706

０４８＝８３０＝２９５８

A8月8日㈬〜12日㈰、午後6時15分〜7時
45分
（12日のみ午前9時15分〜10時45分）
D総合体育館
（10日㈮のみ西体育館） F
剣道の基本を学びたい幼稚園年長〜小学生
（保護者も参加できます） H無料 C動きや
すい服装 E当日会場へ B越谷市剣道連
盟・石川D962-0285、Hmailishi̲masa
2136@ybb.ne.jp

１１

月給付分は８

剣道初心者講習会

わくわく絵本教室

A9月13日㈭、午前10時〜11時30分
（受け付
けは9時40分から） D文教大学越谷図書館
G子どもの成長に合わせた絵本の楽しみ方
F25人
（20人まで保育あり。抽選） H無料
E9月5日㈬までに申込書を下記へ。申込書
はあいのみ文庫ホームページから印刷できま
す B 文教大学あいのみ文庫・塩谷☎9777818、D974-8040

f

市民ソフトテニス大会

A9月9日㈰、午前8時30分受け付け
（予備日9
月16日㈰） D総合公園テニスコート F市
内在住・在勤・在学で高校生以上の男女および
連盟会員 H1組1,000円 E8月17日㈮ま
でに電話で下記へ Bソフトテニス連盟・細見
☎962-5810

ラウンジ
タウン情報

容等制度の概要説明と相談

おいでください

︿申込み﹀

〜この指とまれ！〜

b 社会保険労務士

お知らせパック

h 無料

０４

障がいのある方とその家族など

＝

０４

﹁ 年 金 サ ポ ー ト 会 ﹂ 事 務 局☎

＝２９４９＝１５０７︑D

２９４７＝４０１５

全国一斉

﹁子どもの人権１１０番﹂

☎０１２０＝００７＝１１０

さいたま地方法務局と埼玉県

人権擁護委員連合会では︑子ど

もを巡るさまざまな人権問題へ

の取り組みとして︑全国一斉

﹁子どもの人権１１０番﹂強化

週間を設定し︑時間を延長して

日㈬〜９月４

相談を受け付けます︒秘密は厳

８月

分〜午後７時

１０

守します︒

︿日時﹀

日㈫︑午前８時

法務局職員︑

︵９月１日㈯・２日㈰は午前

時〜午後５時︶

︿相談担当者﹀

埼玉県人権擁護委員連合会子ど

無料

も人権委員会委員

︿費用﹀

b さいたま地方法務局人権擁護

課☎０４８＝８５９＝３５０７

３０ ２９

保育施設の利用を検討してい

分か

３０

B 子ども育成課
（第二庁舎２階）☎９６３−９１６７

３１

り保育が必要な家庭の乳幼児

前９時から説明会前日までに電話で下記へ）

さんの保育を市の保育所等で行

子さんの託児あり。３０人まで。希望する場合は８月６日
（月）、午

から認定こども園︵対象は１

り。土曜日は混み合うことが予想されます（１０カ月〜就学前のお

＊入所手続きには︑別途入所申

e当日会場へ。定員を超えた場合入場制限あ

込書の提出が必要です

d中央市民会館劇場（公共交通機関を

談

ご利用ください）

日㈰︑午後１時

分開場。各日同じ内容）

２６

障害年金講演会・相談会

a８月１８日（土）・２９日（水）、午前１０時〜１１時３０分（９時３０

分〜

a ８月

説明会を行います

る方向けに︑市内の保育所

◯（仮称）レイクアスナロ幼稚園

＊◯：基本型、◎：機能強化型

３１

年４月から

◯あゆみ幼稚園

３０

っています︒平成

◎まどか幼稚園

歳〜５歳のお子さん︶になる

◯清浄院幼稚園

︵園︶・認定こども園︵保育部

◎大袋幼稚園

保育所等への入所を希望する方

◯アスナロ幼稚園

１１

予定です

◎大袋わかば幼稚園

１０

分︶・地域型保育 の見学会を行

◯北越谷幼稚園

１２

日㈬︵土曜・

◯愛隣幼稚園

f 就労等によ

◯越谷教会附属越谷幼稚園 ◯越谷わかば幼稚園

b 子ども育成課☎９６３＝９１

名

６７

設

は︑左記の日時に子ども育成課

施

分︶

１５

へご連絡ください︒体験入所を

ご覧ください

月の予定を

るリーフレットまたは広報こしがや季刊版秋号（９月１５日発行）を

相

午後５時

＊詳しくは８月１日（水）から子ども育成課および実施幼稚園で配布す

b 子ども育成課☎９６３＝９１

各幼稚園の入園申し込みとは別にプラス保育利用申請書

類を各実施園にご提出ください（申請書類は１０月上旬から配布予定）

６７

〈申込み〉

います︒幼稚園・認定こども園

在園児および新入園児（定員を超えた場合は、各園で選考）

︵教育部分︶の説明会等は︑各

市内在住で父母ともに就労等で保育が必要な事由が常時

（月６４時間以上）あり、３カ月以上継続して預かり保育を利用する

行うため︑

〈対象〉

軽い障がいや発達に遅れ等が

円、機能強化型は月額６，
５００円）

電話受け付け時に確認します︒

預かり保育（基本預かり時間を超える時間の保育）を定額

で利用できます。料金は類型により異なります（基本型は月額６，
０００

あるお子さんの保育所入所に

〈内容〉

▷各幼稚園の特色を生かした運営

月・

a ９月５日㈬〜

▷長期休業期間（夏休み等）の平日は４分の３以

上開園（機能強化型は原則開園）

施設にお問い合わせください︒

ついて

▷１０時間以上開園

a ▽公立保育所 …
９月５日㈬・

●「プラス保育」幼稚園の特徴

▽私立保育園・認定こ

６日㈭

日曜日を除く︒午前８時

として認定し、支援する仕組みを始めます。

心身に軽い障がいや︑発達に

こども園（教育部分）を市独自の「こしがや「プラス保育」幼稚園」

ども園︵保育部分︶・地域型保

平成３１年４月から、長時間預かり保育を行う私立幼稚園および認定

遅れ等がある０歳〜５歳のお子

こしがや「プラス保育」幼稚園
事業が始まります

９月６日㈭・７日㈮︒いず
…

育

平成３１年４月から
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