
❶ 日

サイレン点検日
夏の交通事故防止県民運動（～10日）
第63回県北野球大会
第4回くずまき高原牧場サマーワ
ンダーランド2010（～7日）
アットホームくずまき納涼夏祭り

正午

9:00～
14:30～

16:00～18:00

町内

総合運動公園
くずまき高原牧場

アットホームくずまき

2 月 固定資産税（第2期）・国民健康
保険税（第1期）口座振替日

3 火 子育てサロン 10:00～11:30 保健センター

4 水

第23回葛巻町ゲートボール
世代間交流夏季大会
ふれあい体験学習
妊婦歯科講話
乳児健康診査・離乳食学級
フラダンス教室⑤

9:00~

9:00～16:00
10:00～12:00
13:00～
19:00～20:30

総合運動公園

保健センター
　　〃
　　〃
総合センター

5 木 なかよし広場 9:00～11:30 江刈保育園

6 金 手作り絵本展（～8日） 9:00～19:00 総合センター

7 土

第27回葛巻カップミニバスケッ
トボール交流大会（～8日）
岩手県野球協会長杯第９回学童
軟式野球新人大会葛巻町予選会
おはなしくるくる

8:30～

9:00～

11:00～12:00

社会体育館・葛巻高校

総合運動公園

葛巻町公民館

❽ 日 第37回葛巻町民野球大会 9:00～ 総合運動公園

9 月

10 火

心配ごと相談
子育てサロン
第5回食生活改善推進員養成教室
わくわくふるさと探検隊

9:00～12:00
10:00～11:30
10:00～15:00
10:00～

保健センター
　　〃
　　〃
冬部地区、総合センター

11 水 予防接種（二種混合・麻疹
風疹３期、４期）

12:40～ 保健センター

12 木 なかよし広場 9:00～11:30 保健センター

13 金 くずまき高原牧場お盆フェ
スタ2010（～15日）

10:00～ くずまき高原牧場

14 土 消防義魂祭
森のようちえん⑥

10:00～
10:00～14:00

宝積寺
くずまき高原牧場

15 日 葛巻町成人式 13:30～ グリーンテージ

16 月 第21回馬淵川清流川下り
くずまき夏まつり

10:30～
16:30～

田野地区
葛小グラウンド

17 火 始業式（葛巻高）
子育てサロン 10:00～12:00 保健センター

18 水 始業式（葛巻小、小屋瀬小、
江刈小、小屋瀬中、江刈中）

19 木 始業式（吉ヶ沢小、五日市小、葛巻中）
なかよし広場 9:00～11:30 保健センター

20 金 心配ごと相談
納涼盆踊り大会（葛葉荘）

9:00～12:00
19:00~

保健センター
葛葉荘

21 土 おはなし会＆映画会（葛巻地区） 13:30～ 総合センター

22 日 第37回葛巻町民サッカー大会 9:00~ 総合運動公園

23 月 やまどり号巡回 江刈・北部方面

24 火
やまどり号巡回（五日市・馬渕・江刈川方面）
子育てサロン
くずまき高原牧場盆踊り大会

10:00～12:00
19:30～21:30

保健センター
くずまき高原牧場

25 水 3歳児健康診査 13:00～ 保健センター

26 木
やまどり号巡回
年金相談日
なかよし広場

8:30～14:30
9:00～11:30

小屋瀬・吉ヶ沢方面
役場または総合センター
総合運動公園

27 金
やまどり号巡回
精神保健相談
第5回サマーディナーフェスティバル

13:30～15:30
18:30～21:00

田代～茶屋場
保健センター
もく・木ドーム

28 土 森のようちえん⑦（～ 29日） 10:00～14:30 くずまき高原牧場

29 日 葛巻町総合防災訓練 9:00～ アットホームくずまき周辺

30 月
防災週間（～9月5日）
心配ごと相談
第6回食生活改善推進員養成教室

9:00～12:00
10:00～15:00

保健センター
　　〃

31 火

町県民税（第2期）・国民健康保
険税（第2期）口座振替日
町小中学校陸上記録会
子育てサロン

9:00～
10:00～12:00

総合運動公園
保健センター

1 水

防災の日
サイレン点検日
くずまき高原牧場杯ゲートボール大会
幼児歯科健康診査

正午
8:30～14:00
10:00～15:00

町内
もく・木ドーム
保健センター

2 木 なかよし広場 9:00～11:30 保健センター

3 金

4 土

❺ 日

屯所点検
水防工法訓練
救急医療週間（～ 11日）
第24回葛巻町家庭婦人バレーボール親善大会
みんなで楽しむ演劇体験講座

9:00～

9:30～
14:00～17:00

葛小グラウンド

社会体育館
総合センター

6 月

7 火 子育てサロン
葛葉荘敬老会

10:00～11:30
11:00～

保健センター
葛葉荘
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健康福祉 ネットワーク
みんなでつくろう健康くずまき

父子家庭にも
児童扶養手当が支給されます
　母子家庭の生活の安定や自立の促進のための制度として「児童扶養手
当」がありますが、平成 22年 8月 1日から、父子家庭にも手当が支給
されます。児童扶養手当を受給するためには、申請手続きが必要です。（初
回の振り込みは 12月です。）

　支給対象となるのは、平成 22年７月 31 日時点
で次のいずれかに該当する子どもを、生計を同じく
して養育している父親です。
　①　父母が婚姻を解消した子ども
　②　母親が死亡した子ども
　③　母親が一定程度の障害の状態にある子ども
　④　母親の生死が明らかでない子ども
　⑤　その他（母親が１年以上遺棄している子ども、

母親が１年以上拘禁されている子どもなど）

　手当の額は、受給資格者の所得や子どもの人数に
よって決められます。
　○児童１人の場合
　　　全額支給 ･･･41,720 円
　　　一部支給 ･･･41,710 円～ 9,850 円
　　※　児童２人目は 5,000 円、3 人目以降 1人

につき 3,000 円加算します。
　　※　所得により、全額支給停止となることもあ

ります。

　母子家庭への児童扶養手当に関する手続きに変
更はありません。
　受給資格者には、個別に現況届が送付されます
ので、指定の期日までに提出をお願いします。

○時期
・支給要件に該当している方は、平成22年11月30
日までに申請をすれば、8月分から支給されま
す。（支払いは12月です。）

・平成22年８月１日以降に支給要件に該当した方
は、11月30日までに申請をすれば「要件に該当
した日の翌月分」から支給になります。

・７月31日時点で支給要件を満たしていても、申
請が11月30日を過ぎると申請の翌月分からの支
給になりますのでご注意ください。（遡って支給
されません。）

○必要なもの（家庭の状況によりかわります）
　父親と子どもの戸籍謄本、住民票謄本、父親の所
得証明書、印鑑、預金通帳
○窓口・お問い合わせ
　保健センター　児童福祉係（役場内線152）

支給要件

手当額（月額）

児童扶養手当を受給しているお母さんへ

申請手続き

　７月21日の幼児歯
科健康診査で、虫歯が
なかったお友達です。

さわだりょうすけくん
（城内小路・６歳）

おおいしひかるちゃん
（四日市・３歳）

虫歯ゼロ
わたし

ぼく

食中毒に御用心 !!
気温や湿度が高い夏場は食中毒菌が
増えやすく、１年で最も食中毒の発
生が多い時期です。
食中毒予防の３原則は、
食中毒菌を

「付けない」
「増やさない」
「やっつける」です。

熱中症に気をつけて！熱中症に気をつけて！
こまめに水分や塩分をとりましょう。こまめに水分や塩分をとりましょう。
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　母子家庭への児童扶養手当に関する手続きに変
更はありません。
　受給資格者には、個別に現況届が送付されます
ので、指定の期日までに提出をお願いします。

児童扶養手当を受給しているお母さんへ
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広報カレンダー 町のホームページアドレス  http://www.town.kuzumaki.iwate.jp
役場の各種手続きの方法やサービス、町のイベント情報、
広報くずまきなどをインターネットでご覧いただけます。

日 曜 主 な 行 事 時　間 場　　　所

8 月
日 曜 主 な 行 事 時　間 場　　　所

9 月

水洗トイレの展示場を開設いたしました。
トイレの水洗化を予定されている方や，
ウォシュレット便座に変更をお考えの
方は是非ご覧下さい。

三和設備工業㈱
葛　巻　支　店

TEL 0195-66-4774 FAX 0195-66-4775

ローソン 至星野
宝積寺

近藤医院様 近誠様

信
用
金
庫
様

近藤クミ
様宅 葛巻小学校

葛巻病院葛巻町役場三和設備㈱葛巻支店

三和設備モデル展示場


