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　病児・病後児保育とは、子育てと就労などの両立を支
援することを目的に、病院等において、病気中・回復期
のお子さんを一時的にお預かりするものです。

問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

病後児保育施設 電話

ぴっころ保育園 市子ども課
☎（４４）３６００

国際医療福祉大学
金丸こども園（大田原市） ☎（４８）６６１０

こばと保育園（高根沢町） ☎０２８（６７５）３３１５

病児保育施設 電話
済生会宇都宮病院  病児保育施設
おはなほいくえん（宇都宮市） ☎０２８（６７８）９６００

国際医療福祉大学
金丸こども園（大田原市） ☎（４８）６６１０

　未婚のひとり親（過去および現在において婚姻をした
ことがなく、現在、婚姻も事実婚もしていない保護者）
の子の保育料算定について、地方税法上の寡婦控除が適
用されたものとみなして、算定することになりました。
　未婚のひとり親に係る寡婦控除のみなし適用には申請が
必要になりますので、該当する方はお問い合わせください。
　なお、保育料が変更にならない場合もありますので、
ご了承ください。
問い合わせ／
　子ども課　☎（４４）３６００

日時／ 12 月 14 日（金）10：00 ～ 12：00
場所／城の湯温泉センター  ふれあい館
内容／晴れの日のごちそうを作ろう！
　　　（ランチ付き、ケーキバイキングあり）
参加費／大人（中学生以上）  500 円、3 歳以上  300 円

そのほか／
　申し込みは不要です。直接会場までお越しください。
問い合わせ／
　やまびこの会　代表　直井　☎（４３）３６０２
　生涯学習課　　　　　　　　☎（４３）６２１８

　英語でゲームや工作をして、みんなでちょっぴり早い
クリスマスを楽しもう！ぜひ、ご参加ください！
日時／
　12 月 22 日（土）
　① 10：00 ～ 11：00
　② 11：10 ～ 12：10
場所／泉公民館  集会室
対象／
　年少～年長生とその保護者
定員／各回 15 人　＊先着順
参加費／ 1 人 800 円
講師／
　ローディ　ジャーマイヤ　ダニエル先生
　ローディ保科　美樹先生
申込方法／
　12 月 12日（水）までに、電話でお申し込みください。
その際、①参加者氏名②お子さんの年齢をお伝えください。
申込・問い合わせ／
　泉公民館　☎（４３）０４０２　＊月曜・祝日休館
　 izumi-kouminkan@city.yaita.tochigi.jp

　昔のお正月遊びを体験できます！お誘いあわせのうえ、
ぜひお越しください。
日時／平成 31 年 1 月 6 日（日）10：00 ～ 15：00
場所／矢板武記念館・郷土資料館
内容／
　【矢板武記念館】
　・正月遊び（福笑い・双六・かるた・塗り絵・お手玉など）
　・生花の展示＆お琴の生演奏
　・甘酒＆ココア無料配布
　【郷土資料館】 
　・正月遊び（こま回し・たこ揚げ・竹馬・羽根つきなど）
　・書初め体験
参加費・入館料／無料
そのほか／
 ・申し込みは必要ありませんので、直接会場までお越し
　ください。
 ・矢板武記念館には駐車場がありませんので、市役所駐
　車場をご利用ください。
問い合わせ／
　生涯学習課　☎（４３）６２１８

Ho ho ho!
Merry Christmas.
Have you been good
boys and girls?
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

　お気軽にご参加ください

【ホットルーム】
　日時／1月10・17・31日（木）10：00～ 11：30
【ベビーホット（よちよち歩きまでのお子さん対象）】
　日時／ 1月 22 日（火）10：00 ～ 11：30
　※毎週土曜日は園庭を開放しています
　※随時子育て相談を受け付けています

ホットルーム・ベビーホット（認定こども園すみれ幼稚園）　☎（44）２３９０

　日時／平日 10：00 ～ 15：00
　※園内・園庭を開放しています。子育て相談受け付けています
【とびだせ！ぴこクラ】
　ぴっころ保育園をとびだして、矢板児童館でお待ち
しています。
　日時／ 1月 10・24 日（木）10：00 ～ 12：00
　場所／矢板児童館

ぴっころクラブ（ぴっころ保育園） 　☎（４３）０２６６    

【手遊び教室】
　日時／ 1月 16 日（水）10：30 ～ 11：30
　対象／ 0～ 3歳
　※ 12：30 までは園内を開放しています

エンジェルサロン（矢板認定こども園）  ☎（４３）０４７０

　日時／ 1月 7・21・28 日（月）10：00 ～ 11：30
　※随時子育て相談を受け付けています

ほのぼのらんど（泉保育所）    　☎（４３）０４３５

　日時／平日 10：00 ～ 15：00
　※お越しいただく前に、お電話ください

子育てサロンMori（こどもの森こころ保育園）　☎（４８）１９６６

　日時／平日 10：00 ～ 15：00
　※支援室と園庭を開放しています

つくしんぼ（つくし保育園） 　  　☎（４３）２４１１

　お子さんたちが自由に遊べる空間をご用意しています
　日時／ 1月 9日（水）10：00 ～ 11：30

プチ・フレンド（認定こども園かしわ幼稚園）　☎（４３）５８３０

【まゆだまを作ってかざろう】●予
　日時／ 1月 11 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／三色のまゆだまを作って飾りましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【おもちペッタン　おいしいよ】●予  
　日時／ 1月 16 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／お餅をついてみんなで食べましょう
　参加費／親子で 100 円

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【運動遊びをしよう！】●予
　日時／ 1月 10 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／体を動かして楽しもう（講師来園）

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【親子で楽しもう】●予  ※ 12/28（金）まで
　日時／ 1月 19 日（土）9：45 ～ 11：00
　内容／手作り人形劇

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【入園グッズ準備応援企画】●予※ 5日前まで
　日時／ 1月 30 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／簡単ハンドメイドのご紹介
　対象／ 0～ 3歳

矢板認定こども園 　　   　　   ☎（４３）０４７０

【楽しく遊ぼう】●予※ 5日前まで
　日時／ 1月 16 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／お正月遊び　対象／未就園児

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【一緒にあそぼう（未就園児対象）】●予
　日時／ 1月 16 日（水）10：00 ～ 11：30
　内容／ミニカステラをつくろう
　参加費／ 300 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 1月 21 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／プチ入園（親子で登園、給食試食）
　参加費／ 600 円
【こあらくらぶ（2・3歳児対象）】●予
　日時／ 1月 18 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／プチ入園（親子で登園、給食試食）
　参加費／ 600 円

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０

【ちびっこたちの体操教室】●予※前日まで
　日時／ 1月 25 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子教室
　参加費／ 300 円　対象／よちよち歩き～

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【PCクックワールド】●予
　日時／ 1月 18 日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／「スパニッシュ料理の情熱で寒い冬に熱盛」
　参加費／ 500 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６




