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　お子さんをお持ちの保護者の方が、休日・夜間の急な
子どもの病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を
受けた方がいいのかなど判断に迷った時に、電話による
相談ができるものです。
　全国同一の短縮番号#8000をプッシュすることにより、
お住まいの都道府県の相談窓口に自動転送され、お子さ
んの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院など
のアドバイスを受けられます。

相談時間／
　月曜日～土曜日　18：00 ～翌朝 8：00
　日曜日・祝休日　24 時間（8：00 ～翌朝 8：00）
電話番号／
　局番なしの #8000
※ダイヤル回線の場合は、☎０２８（６００）００９９
でご利用いただけます。

　9月 1日（火）から、新入園児の受付を開始します。
該当する園児／

※上記以外の年齢の入園は各園にお問い合わせください。

入園説明会・問い合わせ／

※詳しくは、各園にお問い合わせください。

1 歳児保育 平成 31 年 4月 2日～令和 2年 4月 1日生

2 歳児保育 平成 30 年 4月 2日～平成 31 年 4月 1日生

3 年保育 平成 29 年 4月 2日～平成 30 年 4月 1日生

2 年保育 平成 28 年 4月 2日～平成 29 年 4月 1日生

施設名 日時
認定こども園かしわ幼稚園
☎（４３）５８３０（荒井 432-1） 8 月 29 日（土） 9：30 ～

認定こども園すみれ幼稚園
☎（４４）２３９０（末広町 2-1）

8 月 29 日（土）
9月 3日（木）

9：00 ～
10：00 ～

やいたこども園
☎（４３）０４７０（本町 8-13）

常時
（見学と合わせて受付）

　先天性難聴は 1,000 人に 1人か 2人の割合で出現する
と言われ、難聴のあることに気づかずにいると、ことば
の発達が遅れたり、コミュニケーションがとりにくかっ
たりするなどの支障が起きます。早
く見つけて適切な支援をすることに
よって、赤ちゃんの言語の発達を助
けることができます。市では、難聴
の早期発見・早期治療を目的に新生
児聴覚検査費の助成を行っています。

対象者／
　聴覚検査実施日に、市内に住所を有する3カ月未満の
お子さん
助成額／ 5,000円
申請方法／
 ・受診時に新生児聴覚検査受診票（母子手帳交付時に交
付）を医療機関に提出することで助成を受けられます。

 ・里帰り出産などで、県外の医療機関で受診される場合
は、事前に子ども課にお問い合わせください。

申請・問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

理容＆美容サロン　Ｃ
ク オ ー レ

ＵＯＲＥ

完全個室なので
お子様のカットも安心
完全個室なので

家族みんなで
　行きたいお店

そのほか、料金・定休日など、お気軽にお問い合わせください。

矢板市木幡 1370-3 1 階テナント　電話＊ 070-4067-2687

営業時間＊ 9：00～ 19：00　　　定休日＊不定休

≪料金≫
・メンズカット　　　 1,000円
・レディースカット　 1,200円

・カラー（ロング別料金）　　　 3,000円
・前髪カット　　　　　500円

子育て応援券使えます！！
　　　　　CUOREは、矢板市が発行した「子育て応援券」の取扱店です。
　　　　　大切なお子さまのカットなどの際には、ぜひご利用ください。
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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

一緒に遊んだり、おしゃべりしたり、楽しい時間を過ごしましょう
　日時／ 9月 7・28（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
※子育て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

入園グッズを手作りしよう！ランチマットや巾着・
エプロンなど♪●予※ 5日前まで。
日時／ 9月 3日（木）10：30 ～ 11：30

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

親子でホッと一息つきに来ませんか？自由に遊びなが
らいろいろ挑戦しよう。子育て相談受け付けています

【ベビーホット】※よちよち歩きまでのお子さん限定
　日時／ 9月 15・29 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
日時／ 9月 10・17 日（木）10：00 ～ 11：30

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

　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／ 9月 2・16・23 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 ～ 15：30
※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】
ぴっころ保育園からとび出して、矢板児童館で親子の
ワクワクタイム！季節感あふれる製作など、毎回違っ
たプログラムで Fun Fun Fun

　日時／ 9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    

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、記載の会議・イベント等は状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください

【バスに乗って Let'sGo!】●予※ 9月 9日（水）まで
日時／ 9月 16 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／ぶどう狩りに行こう！！

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【親子でレッツチャレンジ】●予
　日時／ 9月 11 日（金）10：00 ～ 11：30
内容／親子で体を動かして、心も体もリフレッシュ
　　 （講師来所）

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【ハイハイ　トコトコ　トンネルくぐろう】●予 ※5日前まで
　日時／ 9月 23 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／マットやトンネルでの運動遊び

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【作って食べよう。新米おむすび】●予
　日時／ 9月 8日（火）10：00 ～ 11：00
内容／お母さんに新米でおむすびを作ってもらい、
一緒に食べましょう。

参加費／親子で 100 円

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【一緒にあそぼう】●予
　日時／ 9月 14 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／ぶどうがり　参加費／ 600 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 9月 7・28 日（月）10：00 ～ 12：30
　内容／親子で活動、給食試食　参加費／ 600 円
【こあらくらぶ（2・3歳児対象）】●予
　日時／ 9月 4・25 日（金）10：00 ～ 12：30
内容／親子で活動、給食試食　参加費／ 600 円

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０
【Pクルーザー 888 に乗って出かけよう 3】●予
　日時／ 9月 2日（水）9：30 ～ 14：30
　内容／おもちゃ博物館＆わんぱく公園に行こう
　参加費／ 800 円
【PCクックワールド】●予
　日時／ 9月 17 日（木）10：00 ～ 12：00
　内容／「水とあなたとアルプスと！食と音のオースト

リアハーモニー♪」
参加費／ 500 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう！】●予
　日時／ 9月 3日（木）10：00 ～ 11：30
内容／木幡東地区交友会の方と遊びましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【知って納得！園児の生活】●予
　日時／ 9月 3日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／こども園のしくみをご紹介・給食試食会
【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 9月 25 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師の指導で親子で体を動かそう
参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【子どもの防災グッズを作ろう！】●予※ 5日前まで
　日時／ 9月 17 日（木）10：30 ～ 11：30
　内容／身近にある材料で簡単な防災グッズを作ります。
　　覚えておいて損はないです！

やいたこども園　　　　　  　☎（４３）０４７０




