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【麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲ）】
　第1期の対象となるお子さんは１歳になったらすぐに、
第 2期の対象となるお子さんはできるだけ早めに接種
しましょう。なお、対象年齢内であれば、接種料金は市
で負担します。
※県外で接種を希望する方は、お問い合わせください。

【おたふくかぜ】
　4月 1日からおたふくかぜ予防接種の助成が始まりま
した。麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲ）予防接種のあ
とに続けて接種しましょう。
※市外で接種を希望する方は、お問い合わせください。

　

そのほか／
 ・助成額および実施医療機関については、お問い合わせください。
 ・医療機関での個別接種になります。詳し
　くは、保健事業のおしらせ（P9 ～ 10）を
　ご覧ください。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

種類 対象
第1期 生後 12 ～ 24 カ月に至るまでの 1歳児

第2期 5 歳以上 7歳未満で、小学校就学前の 1年間にある
お子さん（幼稚園・保育園等の年長児相当）

　矢板市歯科医師会の協力で、虫歯予防となるフッ素塗
布と歯の健康相談を行います。
日時／ 6 月 2 日（日）9：00 ～ 11：00
場所／市保健福祉センター
対象／市内在住の年中・年長相当のお子さん、
　　　小学１年生

申込方法／
●市内の園・小学校に通っているお子さん
　後日、施設を通じて案内しますので、申込不要です。
●未就園、または市外の園・小学校に通っているお子さん
　5月 31 日（金）までにお申し込みください。
そのほか／
 ・塗布に影響するため、お越しになる１時間以内のご飲
　食はお控えください。
 ・次回は 11 月 17 日（日）です。
申込・問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

親子でチャレンジ！「父の日料理教室」
　6月 16 日は父の日です。日ごろの感謝をこめて、
お父さんに手作り料理をプレゼントをしませんか。
日時／ 6 月 9 日（日）10：00 ～ 13：00
内容／
　手作りオリジナル餃子、サラダ、手作りドレッシング
場所／矢板公民館  調理室
定員／小学生と保護者　親子12組　 ＊先着順
参加費／ 1 人  500 円
講師／矢板市みどりの会
持ち物／
　エプロン、三角巾、手拭タ
オル、子ども用上履き、米（１
人 0.5 合）
申込締切／ 5 月 21 日（火）

申込方法／
　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③住所④電話番号をお伝えください。

音楽とリズムで遊ぶ！「ドレミファリトミック」
　リトミックのリズム運動は、注意力や集中力を育
てるといわれています。また音楽を聞いて自由に表
現することにより豊かなイメージも育まれます。
　親子でふれあう楽しいひと時を過ごしませんか？
日時／ 6月 16日（日）、7月 10日（水）、9月 11日（水）
　　　10 月 9日（水）、11 月 6日（水）
　　　いずれも 10：00 ～ 11：15
場所／矢板公民館  大会議室
定員／ 1歳半から就園前まで
　　　の親子15組
　　　＊先着順
参加費／無料
講師／佐藤  陽子先生・碓氷  美穂先生
持ち物／飲み物、タオル　申込締切／ 5 月 24 日（金）

申込・問い合わせ／
　矢板公民館　☎（４３）０４６９
　＊月曜・祝日休館
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【手形足型アートでランチマット作り☆】●予※ 5日前まで
　日時／ 6月 26 日（水）10：00 ～ 11：30
　内容／
　　入園準備にオリジナルランチマットを作りましょう！
　対象／ 0～ 3歳の未就園児　定員／ 6組
　持ち物／スリッパ、お子さまの上履き
　そのほか／汚れてもいい服装でお越しください

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【パパへのプレゼント作り】●予  ※ 6 月 5日（水）まで
　日時／ 6月 12 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／大好きなパパにプレゼントを作りましょう
　参加費／ 200 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【一緒に仲良し！】●予※ 5日前まで
　日時／ 6月 19 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／わらべ歌やCDに合わせふれあい、じゃれつき遊び

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【一緒にあそほう（未就園児対象）】●予
　日時／ 6月 10 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／ちらかしてあそぼう　費用／ 200 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 6月 3・17・24 日（月）10：00 ～ 12：30
　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／ 6月 7・14・21・28日（金）10：00～ 12：30
　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／ 6月 7日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子体操教室
　対象／よちよち歩き～　参加費／ 300 円
【こども園ってどんなところ？】●予※前日まで
　日時／ 6月 27 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／園の生活をのぞいてみよう！
　参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【スクラップブッキングに挑戦】●予
　日時／ 6月 7日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／お子さんの写真をデコレーションして自分だけの
　　　　アルバムを作りましょう（専門講師による講座）

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【みんなでリズム　ランランラン！】●予  
　日時／ 6月 4日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／親子でリズムに合わせて体をいっぱい動かしましょう

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【講演会へようこそ！】●予
　日時／ 6月 8日（土）10：30 ～ 12：00
　内容／子育てについてのお話を聞いてみましょう（講師来園）
【シャボン玉で遊ぼう！】●予
　日時／ 6月 20 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／いろいろな道具を使って楽しみましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【ＰＣクックワールド】●予
　日時／ 6月 14 日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／ぴこクラ夏至祭！！スウェーデン
　　　　夏のとびらを開け放とう
　参加費／ 500 円
【Pクルーザー 888 に乗って出かけよう２】●予
　日時／ 6月 21 日（金）9：30 ～ 14：30
　内容／宇都宮動物園へ行こう！
　参加費／ 1,000 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【折り紙であそぼう】
　日時／ 6月 12 日（水）10：30 ～ 11：30
　対象／ 0～ 3歳児

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

　室内でゆっくりと遊びながら、親子でお友だちをつ
くりませんか？
【ホットルーム】
　日時／ 6月 20 日（木）10：00 ～ 11：30
【ベビーホット】
　日時／ 6月 4・18 日（火）10：00 ～ 11：30

ホットルーム（認定こども園すみれ幼稚園） 　☎（４4）２３９０

　お気軽にご参加ください

　日時／ 6月 3・10・17・24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／ 6月5・12・19・26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

　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／ 6月 13・27 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    




