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　小学校に入る前のお子
さんとお母さん、もう自
分の子どもは大きくなっ
たけれど小さいお子さん
と遊びたい・若いお母さ
んたちとお話したいとい
う方、児童館の母親クラ
ブに遊びに来ませんか ?
　親子工作、クッキング、リトミック、遠足など楽しい
こといっぱい !
年会費／ 500 円
申込・問い合わせ　　
　やいた母親クラブ（矢板児童館）　  ☎（４３）３９７４
　ドリームの会（東児童館）　　　　  ☎（４３）５９８８
　エンゼルクラブ（かたおか児童館）　☎（４１）７１７１

　麻しん・風しん（ＭＲ）予防接種は、下記の方が対象
となります。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。

そのほか／
 ・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（P7 ～ 8）をご覧ください。
 ・県外での接種を希望する方は、お問い合わせください。　
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 3 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
　6 月 1 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 18 日（日）です。
申込・問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

☆切れ目のない支援
　産前の早い時期から関係を作って
いき、一人ひとりに寄り添った、切
れ目のない支援を行っていきます。

☆相談窓口
　どこに相談するか分からずに抱え
込んでしまったり、すぐに必要な支
援が受けられない状態になること
を防ぎます。関係機関との連携を密
にすることで、多岐にわたる相談で
あっても、必要な場所に連絡し支援
していきます。

　4 月 1 日、安心して子育てできる環境を目指して、「子
育て世代包括支援センター」を子ども課内に設置しまし
た。

　妊娠・出産・子育て期のさまざまな不安や疑問、相談
に対応して、子育て世代の皆さんを総合的にサポートし
ていきます。一人で悩まず、どんなことでも安心してご
相談ください。

問い合わせ／子育て世代包括支援センター（子ども課内）
　　　　　　☎（４７）７７０６

☆安心子育て環境づくり
　安心して妊娠・出産・子育てがで
きる地域づくりを進めていきます。
地域全体で子育てを支援していきま
す。
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

【お父さんと一緒！！】●予
　日時／ 6月 9日（土）10：00 ～ 11：30
　内容／お父さんと一緒に
　　　　体操やふれあい遊びを楽しみましょう！

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【ちぎって、丸めて遊ぼう】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 6月 20 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／新聞紙で遊ぼう

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【講演会へようこそ！】●予
　日時／ 6月 9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 21 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  

【わくわくギャラリー】●予※前日まで
　日時／ 6月 12 日（火）10：00 ～ 11：30
　内容／絵具でお絵かきしてみよう！
　対象／歩けるお子さん（よちよち歩き可）
　参加費／ 300 円
【ちびっこたちの体操教室】●予※前日まで
　日時／ 6月 26 日（火）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子体操教室
　対象／歩けるお子さん（よちよち歩き可）
　参加費／ 300 円

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／ 6月 15 日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／波の彼方のパンケーキ in Hawaii
　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 27 日（水）9：30 ～ 14：30
　内容／おもちゃ博物館 &わんぱく公園へ行こう‼
　参加費／ 1,000 円　＊予定
　持ち物／弁当

ぴっころ保育園　　  　　　　☎（４３）０２６６

　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 14・28 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    

【みんなでリズム。ランランラン！】●予  
　日時／ 6月 5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

【一緒にあそぼう（未就園児対象）】●予
　日時／ 6月 11 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／ちらかしてあそぼう
　参加費／ 200 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 6月 4・18・25 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／ 6月 1・15・22・29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

【大好きなパパへ♡】●予  ※ 6/6 まで
　日時／ 6月 13 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／プレゼントを作ろう
　参加費／ 200 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【手遊び教室】
　日時／ 6月 6日（水）10：30 ～ 11：30
　対象／ 0～ 3歳くらいのお子さん
　※ 12：30 まで開放しています。

エンジェル（矢板認定こども園 ）    ☎（４３）０４７０

【ホットルーム】
　日時／ 6月 7・21・28（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／ 6月 19 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／ 6月 4・11・18・25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

　お気軽にご参加ください。

　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6・13・20・27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


