
　児童扶養手当・特別児童手当の額が次のとおり改定されました。

【児童扶養手当】
　全部支給額（月額）‥‥42，330円
　一部支給額（月額）‥‥42，320円～9，990円
【特別児童扶養手当】
　1級（月額）‥‥‥‥‥‥51，500円
　2級（月額）‥‥‥‥‥‥34，300円
※受給者の方には、文書にてお知らせいたします。
問子ども子育て支援課 　☎0977-75-2408

平成28年4月分から児童扶養手当・
特別児童扶養手当の額が改定されました

　乳幼児期に受けた三種混合の予防接種で得たジフテリア・破傷風の免疫を保
つために、二種混合の接種が必要です。
　ジフテリア・破傷風は感染すると重篤な症状をおこす恐れのある感染症です。
接種をしていない人は早めに予防接種をしましょう。

【対象】　11歳以上13歳未満のお子様
【接種費用】　無料
【持ち物】　母子健康手帳
【接種場所】　市内・県内の予防接種を実施している医療機関
※予防接種は保護者同伴でお願いします。
問健康長寿あんしん課　☎0978-64-2525

小学校６年生の保護者の皆様
二種混合（ジフテリア・破傷風）の
予防接種は済んでいますか？

工作あそび

■5月11日（水）15時30分～

うたあそび

■5月13日（金）10時～10時30分

■5月27日（金）13時～13時30分

むかしくらぶ

■5月13日（金）

　10時30分～11時30分

おはなし会

■5月24日（火）14時30分～15時

　「せんたく かあちゃん」他3話

見てみよう、やってみよう！

■5月14日（土）10時～11時30分

　「３Ｂ体操」

　リズムにのって体を動かそう！

親子工作教室

■5月22日（日）10時～11時30分

　「かさ袋ロケット」

※小学生以上は子どもだけで参加

　できます。

※要申込

　(1週間前まで)

5月

みん
なあつまれ！

杵築 0978-62-6250

山香 0977-75-2223

▼5月9日（月）
三川区公民館‥‥‥‥ 9：00 ～ 9：10
片野区公民館‥‥‥‥ 9：20 ～ 9：30
東地区公民館‥‥‥‥ 9：40 ～10：00
梶ヶ浜管理事務所前公園‥10：10 ～10：25
加貫区公民館‥‥‥‥10：35 ～10：45
原北活性化センター‥11：00 ～11：15
年田区公民館‥‥‥‥11：25 ～11：40
野田区公民館‥‥‥‥13：10 ～13：20
新庄区公民館‥‥‥‥13：30 ～13：40
中区公民館‥‥‥‥‥13：50 ～14：00
八坂地区公民館‥‥‥14：10 ～14：30
野添区集会所‥‥‥‥14：40 ～15：00
相原区グラウンド‥‥15：15 ～15：30

▼5月10日（火）
藤ノ川区公民館‥‥‥ 9：00 ～ 9：15
大内地区公民館‥‥‥ 9：25 ～10：00
草場孝高橋‥‥‥‥‥10：10 ～10：20
篠原区公民館‥‥‥‥10：30 ～10：50
菅尾区公民館‥‥‥‥11：00 ～11：20
鴨川区公民館‥‥‥‥13：10 ～13：30
岩谷区集落センター‥13：40 ～13：50
中津屋区公民館‥‥‥14：00 ～14：10
船部区公民館‥‥‥‥14：20 ～14：30
大日公民館‥‥‥‥‥14：40 ～14：50
西溝井集落センター‥15：00 ～15：20
北杵築地区公民館‥‥15：30 ～15：50

▼5月11日（水）
奈狩江地区公民館‥‥ 9：00 ～ 9：30
美濃崎漁村センター‥ 9：40 ～10：00
奈多コミュニティーセンター‥10：15 ～10：45
横城区公民館‥‥‥‥11：00 ～11：20
灘手区公民館‥‥‥‥13：10 ～13：40
守江区公民館‥‥‥‥13：50 ～14：20
住吉浜入口バス停‥‥14：30 ～14：50

▼5月12日（木）
宮司区公民館‥‥‥‥ 9：00 ～ 9：20
馬場尾区公民館‥‥‥09：30 ～ 9：50
杵築コミュニティーセンター
　　　　　‥‥‥‥‥10：05 ～10：30
宗近区公民館‥‥‥‥10：40 ～11：10
旧市民会館下の橋‥‥11：25 ～11：40
据場区公民館‥‥‥‥13：10 ～13：20
旧市役所跡地‥‥‥‥13：30 ～14：00
Ｂ＆Ｇ海洋センター‥14：20 ～15：00

▼5月16日（月）
貫井公民館‥‥‥‥‥ 9：30 ～ 9：55
梅田（岩尾裕二氏宅前）‥10：10 ～10：20
日指公民館‥‥‥‥‥10：30 ～10：45
上河内旧農協倉庫‥‥11：00 ～11：20
上地区公民館‥‥‥‥11：30 ～11：45
浄土寺公民館（上地区）‥13：00 ～13：15
石河野（阿部孝弘氏宅前）‥13：30 ～13：40
勢場（山田義隆氏宅前）‥13：50 ～14：00
山浦地区公民館‥‥‥14：25 ～14：55
東部公民館‥‥‥‥‥15：05 ～15：25

▼5月17日（火）
薫石（都甲正徳氏宅前）‥ 9：30 ～ 9：40
松尾地区公民館‥‥‥ 9：50 ～10：00
旧農協向野出張所‥‥10：10 ～10：40
立石地区公民館駐車場‥10：55 ～11：35
下公民館（金水）‥‥‥13：00 ～13：20
Ａコープ山香店駐車場‥13：30 ～14：20
鶴成公民館‥‥‥‥‥14：30 ～14：40

▼5月18日（水）
報国（小城酒店前）‥‥ 9：30 ～10：00
下村公民館‥‥‥‥‥10：10 ～10：20
旧広寿苑‥‥‥‥‥‥10：40 ～11：00
福林（木村商店前）‥‥11：10 ～11：40
東山香地区公民館‥‥13：00 ～13：20
高中公民館‥‥‥‥‥13：30 ～13：45
倉成公民館‥‥‥‥‥14：00 ～14：10
旧山香中央公民館玄関前
　　　　　‥‥‥‥‥14：20 ～14：50

▼5月19日（木）
筌口老人憩いの家‥‥ 9：00 ～ 9：15
白木原老人軽作業所‥ 9：25 ～ 9：40

北俣水生活改善センター‥ 9：50 ～10：00
西俣水生活改善センター‥10：10 ～10：40
上波多方公民館‥‥‥10：55 ～11：10
波多方消防倉庫前‥‥11：20 ～11：40
小野比枝神社下‥‥‥13：00 ～13：20
永松若宮八幡社下‥‥13：30 ～13：50
上沓掛ライスセンター‥14：00 ～14：20
下沓掛公民館‥‥‥‥14：30 ～14：40
大田庁舎前‥‥‥‥‥14：50 ～15：20

※飼い犬が死亡した場合、他市から転入した場合、飼い主が変わった場合は市に届け出をしてください。

集合注射を受けられない人は、下記の獣医師により個別注射を受けることも可能です。

　　生後91日以上の犬は、毎年の予防注射と生涯1回の登録が必要です。
　　　　 愛犬の健康と、万が一の咬傷事故に備え、必ず受けましょう。

【問い合わせ】　生活環境課（☎0978-62-1807 ／内線163）

当日お持ちください…
①通知ハガキ（犬の登録をしている飼い主に事前に送付します）

②注射料 3,070円（ 　　　　　　　　  　　　　　　　　　）

狂犬病予防注射日程のお知らせ
混雑を避けるために地区分けをしていますが、都合のよい日に直接、会場にお越しください

平成28年度

※新しく犬を飼い始めた場合は登録料として別途3,000円が必要です（犬1匹につき一生で1回の登録が必要です）

混雑を避けるため、釣り銭の無いようご準備願います

清水邦道（清水獣医科医院）　  杵築市大字八坂2961-16

岩武香織（なた海岸動物病院）  杵築市大字狩宿1092-8

阿部陽一（あべ犬猫鳥の病院）  日出町大字豊岡5113-1

永野克洋（永野どうぶつ病院）  日出町3880-7

足立るみ（ポチ診療所）　　　  日出町大字川崎242-3

☎0978-63-0043

☎0978-66-5528

☎0977-73-0663 

☎0977-44-6410 

☎0977-75-6088

【狂犬病予防接種】狂犬病は人獣共通感染症（人も
動物も同じく感染する病気）であり、人に感染した
場合、現在の医学でも治療方法は全くなく、100％
近い確率で死亡してしまいます。狂犬病予防注射
は犬のために打つものではなく、人間（ヒト）が狂
犬病にかかることを防ぐために、犬に接種するも
のです。そのために犬の登録・狂犬病予防注射は
法律により犬の飼主に義務が課せられています。

問健康長寿あんしん課（健康推進館）

☎０９７８ -64-２５25

こどもの健診・教室

要予約（1週間前）

要予約（1週間前）

ー健診ー

≪杵築地域：健康推進館≫

●1歳6か月児健診

　　対象・・平成26年10・11月生まれ

　　5月27日（金）13時～13時30分受付

●2歳児歯科健診

　　対象・・平成25年10・11月生まれ

　　5月25日（水）13時～13時30分受付

●3歳児健診

　　対象・・平成24年11月生まれ

　　5月26日（木）13時～13時30分受付

≪山香･大田地域：山香福祉ステーション≫

●4・5か月児健診

　　対象・・平成27年12月・平成28年1月生まれ

●10・11か月児健診

　　対象・・平成27年6・7月生まれ

●1歳6か月児健診

　　対象・・平成26年10・11月生まれ

●３歳児健診

　　対象・・平成24年10・11月生まれ

　　5月11日（水）13時～13時30分受付

●2歳児歯科健診

　　対象・・平成25年10・11・12月生まれ

　　5月12日（木）13時15分～13時45分受付

ー教室ー

●のびやか広場

　　対象・・概ね１歳未満の赤ちゃんと保護者

　　5月19日（木）10時～12時

　　場所・・健康推進館

　　内容・・「身体計測・離乳食の試食会等」

　　※離乳食の試食をしない場合は予約不要

●わんぱくサークル

　　対象・・概ね１歳以上の子どもと保護者

　　5月17日（火）10時30分～12時

　　場所・・山香児童館

　　内容・・「親子あそび、読み聞かせ等」

●ママパパクラス

　　対象・・出産を控えた妊婦さん、そのご家族

　　6月12日（日）9時30分～12時

　　場所・・健康推進館

　　持ち物・・母子健康手帳、飲み物

第15回　杵築市子育て教室(無料)

食物アレルギーのウソ？ホント？

と　き　5月24日（火）13時～13時30分
ところ　山香病院健診センター
　　　　２階 会議室
講　師　大分大学医学部　地域医療・
　　　　  小児科分野
　　　　教授　是松 聖悟.先生

要予約
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