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　10 月からインフルエンザワクチンの接種が始まりま
した。インフルエンザの流行は例年 11 月下旬頃から始
まります。接種をしてから体内に抗体が作られるまでに
は時間がかかりますので、実施医療機関に予約のうえ、
早めに済ませましょう。
　なお、早期接種の特典として生後 6カ月から 18 歳に
達する日以後の最初の 3月 31 日までの方には、11 月
30 日（月）までに接種すると 2,000 円分の「子
育て応援券」を贈呈します。詳しくは、広報
やいた 9月号、またはホームページをご確認
ください。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

　親子で自分だけのオリジナル
キャンドルを作ってみませんか？
日時／ 12 月 6 日（日）
　　　 10：00 ～ 12：00
場所／泉公民館  集会室
定員／幼児・小学生とその保護者　8組　＊先着順
参加費／ 1 人 800 円　＊当日集めます
講師／舘脇  侑希先生（日本キャンドル協会認定）
申込方法／ 11 月 26 日（木）までに、電話でお申し込
みください。

申込・問い合わせ／
　泉公民館　☎（４３）０４０２　＊月曜・祝日休館

　日頃の家事や育児から
少し離れて、自分だけの
時間を楽しみませんか？
葡
ぶ ど う

萄のつるのクリスマス
リースを飾っておうち時
間を彩ろう！（託児付）

日時／ 11 月 29 日（日）10：00 ～ 11：30
場所／矢板公民館  大会議室
定員／未就園児の保護者　10 人　＊先着順
参加費／ 1,000 円（材料費）　＊当日集めます
講師／佐貫  美香先生

持ち物／はさみ、つけたい飾り、エプロン、持ち帰り用
の 30cm四方の袋（お持ちの方：ピンセット、ラジオ
ペンチ、グルーガン）

申込方法／ 11 月 10 日（火）～ 20 日（金）までに、電
話でお申し込みください。その際、氏名、住所、電話
番号、託児の有無をお知らせください。

そのほか／当日は、マスクの着用をお願いします。また、
発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。
＊欠席の連絡をお願いします。

申込・問い合わせ／
　矢板公民館　☎（４３）０４６９　＊月曜・祝日休館

　11 月は青少年の健全育成に強力に取り組む強調月間
です。この機会に子ども・若者を孤立させないために、
家庭内で親子のふれあいの時間を持ちましょう。
　7月の「青少年の非行・被害防止全国強調月間」に合
わせ、市内各小学校において少年指導員の方たちにご協
力をいただき、「あいさつ運動」を行いました。
　少年指導員会による初めての取り組みでしたが、小学
生の下校時刻に合わせて各小学校に出向き、あいさつを

行うことで子どもたちとふ
れあうことができました。
　11 月の強調月間も同様
の取り組みを行い、青少年
の健全育成のために活動
を続けてまいります。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

詳しくはこちら
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　お気軽にご参加ください

　園庭を開放しています。●予※ 5日前まで
　日時／ 12 月 9日（水）10：30 ～ 11：30
※随時入園相談受け付けています

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／ 12 月 8・22 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
日時／ 12 月 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／ 12 月 9・16 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
※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

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／ 12 月 7・21（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 ～ 15：30
※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

ぴっころクラブ（ぴっころ保育園） 　☎（４３）０２６６    

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【来年は何年？】●予※ 12 月 9日（水）
　日時／ 12 月 16 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／年賀状を作りましょう

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【リズムで体を温めよう。】●予
　日時／ 12 月 15 日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／親子でリズムに合わせて身体をいっぱい動か

します

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【お話出てこい！】●予
　日時／ 12 月 17 日（木）10：00 ～ 11：30
内容／人形劇を楽しみましょう（人形劇団来園）

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【リンリン♩シャカシャカ♬クリスマス】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 12 月 16 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／楽器遊び

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【おもちつき】●予
　日時／ 12 月 24 日（木）10：00 ～ 12：00
　内容／杵と臼を使っておもちつきをしよう
参加費／ 100 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【おもちつきを楽しもう】●予
　日時／ 12 月 11 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／ぺったんぺったんおもちつき
　参加費／ 300 円
【ちびっこたちの体操教室】●予
日時／ 12 月 18 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

【一緒にあそぼう】●予
　日時／ 12 月 14 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／もちつき
　参加費／ 300 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 12 月 7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／ 12 月 11 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

【園庭開放】●予※ 5日前まで
　日時／ 12 月 23 日（水）10：30 ～ 11：30
内容／随時入園相談受付中

やいたこども園　　　　　  　☎（４３）０４７０

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなど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。
※イベントなどに参加される場合は、マスクを着用するなど感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。


