▶子育てインフォメーション

平成 25 年度

被災地における DV 被害者サポート講座などのお知らせ

東日本大震災後の生活環境の変化により、DV 被害・相談などが増加傾向にあります。そのため、関心のある
方を対象に
「DV被害者サポート講座」や「女性当事者の話し合いの会（パープルタイム）」、
「 個別相談」を実施しま
すので、お気軽にご参加ください。なお、託児の希望がある場合は、下記までご相談ください。

午前の部

♦開催日時♦
DV 被害者サポート講座
6月5日㈬、7月31日㈬、10月2日㈬
6月 5日㈬ DV 被害者支援の基本
11月27日㈬、2月5日㈬
7月31日㈬ 離婚をめぐって（DV、高齢者虐待）
10月 2日㈬ デート DV・性暴力とは
午前の部：10時〜12時
11月27日㈬ DV 被害からの回復とフェミニストカウンセリング
午後の部：13時30分〜16時
2月 5日㈬ ハラスメントとは（セクハラ・パワハラ）
※午前または午後の一方だけの参
加や、興味のある講座だけの参
パープルタイム（語り合いの場＋癒しの手工芸タイム）
加も可能です。
※午後の部の参加対象者は女性限定になります。
パープルタイムとは、離婚や DV 被害者、シングルマザーの悩み
♦申込方法♦
についての当事者だけの話し合いの場です。匿名で参加できますの
ご持参・ファクス・電話・Eメール
で、悩みを抱えている方は思い切って参加してみませんか。当日参
にて子ども福祉課（市役所 3 階）
加も可能です。
までお申し込みください。
個別相談
申込用紙（チラシ）は、子ども福
専門スタッフや弁護士による個別相談
祉課、保健センター、岩沼みなみ
♦会場♦
プラザなどに配置しています。
岩沼市総合福祉センター（ あいプラザ）
♦申込締切♦
各開催日の 5 日前までに申し込み願います。
パープルタイムについては、申し込みは不要です 申込・問／子ども福祉課総務係
（☎ 22-1111内線396・ 24-0406
が、託児の希望がある場合は、各開催日の 5 日
k-kodomofukusi@city.iwanuma.miyagi.jp）
前までにご連絡ください。

午後の部

岩沼市子育て支援センターからのお知らせ
「子育てファミリーのための
ぐらっときても安心 BOOK」
が新しくなりました！
市では乳幼児がい
る家庭を対象にした
子育て家庭用防災読
本『 子 育 て フ ァ ミ

リーのためのぐらっときても安心 BOOK』
を改訂・発行しました。これは平成 20 年
度に発行されていましたが、今回の東日本
大震災の経験を風化させずに、後世に伝え
ていくことを目的として改訂。発行に当た
って、子育て中のお母さん方の協力をいた
だき、東日本大震災での経験や具体的に工
夫した点など、実際の生活の中で生かせる
情報を多く掲載しました。
この本は、市内保育所（園）
、幼稚園、
子育てサークルなどで配布するほか、岩沼
市子育て支援センターでも差し上げていま
す。家族での防災対策の見直しにぜひお役
立てください。

ファミリー・サポート・センターに
興味がある方のための講座を開講します
ファミリー・サポート・センターに興味がある方のた
めの活動必須講座を開催します。
この講座を受講すれば、保育士、幼稚園教諭などの資
格のある方はファミリー・サポート・センターでお子さ
んを預かる「協力会員」としてすぐ活動できます。
資格がない方でも、この講座に加えて今秋開催予定の
「子育て応援者養成講座」を受ければ活動できます。
この初夏、新しいことに挑戦してみたい方はぜひお申
し込みください。
♠講座内容・日程
期日

時間

講演内容
講師・担当
開講式
9：30～
1 6月20日㈭
ファミリー・サポート・ 子育て支援センター
11：30
センター事業について
9：30～
ホームひなたぼっこ
2 6月21日㈮
預り保育のポイント
11：30
代表 布田 幸子
9：30～ 子どもの病気と対応
森川貴美子小児科医
3 6月27日㈭
12：00 閉講式
子育て支援センター
♠申込期間／ 6 月 3 日㈪～ 17 日㈪
♠会場／岩沼市子育て支援センター（岩沼みなみプラザ内）

申込・問／岩沼市子育て支援センター（☎ 36-8762）
広報いわぬま2013.6月号

10

児童手当現況届のお知らせ
平成 25 年 5 月分まで児童手当を受給する方で、6 月 1 日現在、岩沼市に在住の方は 6 月 28 日㈮までに児童
手当の現況届の提出が必要です。
現況届の提出が必要な方には、6 月 10 日以降に関係書類を郵送します。
この届け出は、6 月分（10 月支払分）以降の児童手当を引き続き受給するための大切な届け出です。提出を
忘れてしまうと、6 月分からの児童手当について受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。

●現況届の受け付け
届出用紙に必要事項を記入し、添付書類
（受給者
の健康保険被保険者証のコピーや課税証明書など）
を同封の上、6 月 28 日㈮までに返信ください。
直接提出する場合は、
子ども福祉課（市役所 3 階）
までお願いします。
●現況届の提出が不要な方

5月、6月に転入した方や初めてお子さんを出産し
たことにより「児童手当・特例給付 認定請求書」を提
出した方は、現況届を提出する必要はありません。
しかし、平成 25 年 1 月 2 日以降に他市町村よ
り転入してきた方は、現況届が不要な方も含め、平

成 25 年 1 月 1 日の住所地から平成 25 年度課税証
明書を取得し、提出する必要があります。
●所得の制限
児童手当について所得の制限が設けられているた
め、税の申告がまだお済みでない方は、平成 25 年
1 月 1 日の住所地にて所得の申告をしてください。
平成 24 年分の所得の申告をしないと児童手当を
受給できるか審査できないため、6 月分からの児童
手当が受給できなくなる場合があります。
※詳しくは 6 月 10 日以降に届く書類をご覧いただ
くか、子ども福祉課までお問い合わせください。

問／子ども福祉課総務係（☎内線 396）

平成 25 年度母子父子家庭等
特別相談実施の日程について（前期）
母子父子家庭が抱える生活上の諸課題解決のため、無料の弁護士相談を実施します
実施場所
弁護士名
相談日
相談時間
岡崎 貞悦
6月20日㈭
宮城県母子福祉センター
佐藤 美砂
7月18日㈭
仙台宮城野区安養寺3丁目7-3
10時～12時
野呂
圭
8月15日㈭
☎022-256-6512
長尾 浩行
9月19日㈭
上記以外にも、災害救助法の適用により、平成 23 年 3 月 11 日に宮城県内に住居があった方は、仙台
弁護士会や日本司法支援センター（法テラス）による無料法律相談も受けることができます。
仙台弁護士会による無料法律相談
相談センター名
実施場所
仙台市青葉区
仙台法律相談センター
一番町2丁目9-18
☎022-223-2383
大河原町字町91
県南法律相談センター
☎0224-52-5898

毎週
毎週
毎週

日本司法支援センター（法テラス）による無料法律相談
相談センター名
実施場所
仙台市青葉区一番町 3 丁目 6-1
法テラス宮城
一番町平和ビル 6 階
☎ 050-3383-5538
毎週
山元町浅生原字日向 13-1
法テラス山元
☎ 050-3383-0213

相談日
月～金曜日

相談時間
10時～15時
17時30分～
月・木曜日（夜間）
19時30分
10時～
火・木曜日
15時30分
相談日

相談時間

月～金曜日

10時～16時

問／子ども福祉課総務係（☎内線 396）
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