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　2022 年のいちご一会とちぎ国体で、サッカー競技（少
年女子）が本市を会場に実施されることから、初心者向
けの体験会を開催します。
　サッカーに興味がある方はぜひご参加ください。
日時／ 2 月 11 日（祝・木）10：00 ～ 12：00
　　　（9：30 受付開始）　＊雨天中止
場所／とちぎフットボールセンター内
　　　ヴェルフェドリームフィールド
対象／県内小中学校の女子児童生徒
　　　※小学 3年生以上

定員／ 50 人　＊先着順
参加費／無料
問い合わせ／生涯学習課スポーツ推進班
　　　　　　☎（４３）６２１８

　第2期麻しん・風しん（MR）、おたふくかぜの予防接種は、
小学校入学前の年度に 1回接種することになっています。
　今年度対象となるのは、平成 26 年 4 月 2 日～平成
27 年 4 月 1 日生まれのお子さんです。まだ接種が済ん
でいない場合は、早めに接種しましょう。第 2期麻しん・

風しん（MR）を定期接種として無料で接種できる期間は、
3月 31 日までです。
　おたふくかぜは任意接種ですが、接種費用の一部助成が
あります。実施医療機関については、お問い合わせください。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

　市では、小・中学校における義務教育の円滑な実施を
図るため、経済的理由によって就学困難な児童・生徒に、
学用品費などの援助を行う就学援助制度を設けています。
対象者／
　矢板市に住民登録がある児童生徒の保護者で、以下
のいずれかに該当する方
 ・生活保護を受けている方（要保護者）
 ・要保護者に準ずる程度に困窮している方
 ・援助を受けなければお子さんの就学に困る事情のある方
支給項目／
　学用品費、通学用品費、入学準備金、新入学用品費、
校外活動費、修学旅行費、学校給食費、医療費　など

申請方法／
　就学援助費受給申請書に必要事項を記入、押印し、前
年中の所得を証明する書類（源泉徴収票、市申告書の写
しなど）を添えて、在籍する学校へ提出してください。
※申請書は、各小中学校および教育委員会にあります。
申請期間／
　年度当初申請（4月認定）は、学校が指定する期日ま
でに提出してください。なお、年度途中でも申請は随時
受け付けています。
問い合せ／教育総務課　☎（４３）６２１７
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完全個室なので
お子様のカットも安心
完全個室ななので

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。

ツーリング  COFFEE  SHOP
矢板駅前カフェ

☎4343--72077207 　P 88台
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【1月 4日から通常営業いたします】
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

【おしゃべり会】●予※ 2月 10 日（水）
　日時／ 2月 17 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／ママはゆっくりとティータイムを
　　　（お子さまはお預かりします）

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【スプリングコンサート♪】●予
　日時／ 2月 18 日（木）10：00 ～ 11：30
内容／園児たちと一緒にコンサートを楽しみましょう
　　　（講師来園）

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【お話の世界へようこそ！】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 2月 10 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／絵本の読み聞かせ（大型絵本）

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【大きな声で福は内！鬼は外！】●予
　日時／ 2月 3日（水）10：00 ～ 12：00
　内容／鬼のお面を作って、豆まきをしよう
　参加費／ 100 円
【元気いっぱい！親子体操】●予
　日時／ 2月 22 日（月）10：00 ～ 12：00
　内容／園長先生と楽しく体を動かそう！
参加費／ 100 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【みんなで天日干しイモを食べましょう】●予
　日時／ 2月 2日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／親子で天日干しの干しイモを食べて楽しみましょう
参加費／親子で 100 円

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【ホットホットまつりにおいでね】
　日時／ 2月 13 日（土）10：00 ～ 13：00
内容／園の作品展と模擬店を楽しもう

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【一緒にあそぼう】●予
　日時／ 2月 15 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／作ってあそぼう　参加費／ 300 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 2月 22 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／ 2月 26 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／ 2月 17 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。

　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／ 2月 3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

　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／ 2月 10・24 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／ 2月 1・8・15 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
※園内・園庭を大開放 !!なんでもおしゃべりリラックスTime♡

【とびだせ！ぴこクラNEO】
園からとびだして、隣地にある楽しさいっぱいの学
童施設でワクワクしよう !! 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／ 2月 25 日（木）10：00 ～ 12：00
場所／ P_BASE NEO（園東隣）

ぴっころクラブ（ぴっころ保育園） 　☎（４３）０２６６    

子育てについて話したり、情報交換をしてお友だちを
作りませんか？
【ベビーホット】※よちよち歩きまでのお子さん限定
　日時／ 2月 2日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
日時／ 2月4・18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


