
令和 3年 10 月号12

　親子で雪だるまのランプシェードづくりを体験しよう！
日時／ 11 月 14・21 日（日）10：00 ～ 12：00
※両日とも参加できる方
場所／矢板公民館  実習室
対象・定員／幼児～小学生とその保護者  6 組　＊先着順
参加費／ 1 組 500 円
講師／郡司  幸雄先生
持ち物／エプロン、手拭きタオル、
　はさみ、カッター
申込方法／ 10 月15日（金）から、
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保護者の連絡
先⑤託児の有無をお伝えください。

申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

　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 27 年 4 月 2 日～平成
28 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、令和 4年 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。
※現在、おたふくかぜのワクチンが不足している状況の
　ため、各医療機関にお問い合わせください。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

　英語を使って、工作をした
りゲームをしたりしながら、
ハロウィンを満喫しよう。
ぜひ仮装してご参加ください。
日時／ 10 月 30日（土）9：00～ 9：40
場所／泉公民館  集会室
対象・定員／未就学児とその保護者  8 組　＊先着順
参加費／ 1 人 500 円 　＊当日集めます
講師／ローディ  ジャーマイヤ  ダニエル先生
　　　ローディ  保科  美樹先生
申込方法／ 10 月 17 日（日）までに、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保護者の連絡先をお伝えください。

申込・問い合わせ／
　泉公民館　☎（４３）０４０２　＊月曜・祝日休館

　就学援助制度とは、経済的理由によって就学困難な児
童生徒の保護者の方へ就学援助費として、学用品費や給
食費などの一部を援助する制度です。
　就学援助費のうち、小中学校に入学予定の児童生徒が
いる保護者の方に対して、「入学準備金」を入学前に支
給します。
対象／矢板市に住民登録があり、経済的に困窮している
小中学校に入学予定の児童生徒がいる保護者の方

支給額／小学校：51,060 円　中学校：60,000 円
※金額は変更になる場合があります。

申請方法／
【来年度小学校に入学予定のお子さんがいる保護者の方】
　詳しくは、就学時健康診断時にお知らせします。
【来年度中学校に入学予定の児童がいる保護者の方】
〇就学援助費を受給しているご家庭の場合
小学 6年生後期分の就学援助費と併せて、3月に在籍
する小学校から支給します。　※手続きの必要はありません。

〇就学援助費を受給していない場合
就学援助費の申請が必要ですので、在籍する小学校か
教育総務課へお問い合わせください。

問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

　令和 3年 10 月号 13※新型コロナ感染症拡大防止のため、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、マスクの着用や自宅での検温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。

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【何ができるかな？】●予※ 11 月 10 日（水）まで
　日時／ 11 月 17 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／寝相アートを作ってみよう

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【おしゃれでかわいい手形アートを作ろう】●予
　日時／ 11 月 22 日（月）10：00 ～ 11：30
内容／親子の手形や足形を、かわいい動物などに変身
   させて、素敵な作品を作りましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５ 【おいも会】●予
　日時／ 11 月 4日（木）10：00 ～ 11：30
内容／アツアツ・ホッカホカのおいもを食べましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【みんなで探検しよう！】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 11 月 17 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／木の実・木の葉探し（散歩）

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【ちびっこお店屋さんでお買い物をしよう】●予
　日時／ 11 月 5日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／本物の食べ物もミニミニサイズで登場するよ！
参加費／ 100 円　

【PC クックワールド】●予
　日時／ 11 月 18 日（木）10：00 ～ 12：00
　内容／ＮＹはもう銀色のきらめき
　　　　～クリスマスマーケット風の素敵な時間～
　参加費／ 500 円
【クリスマスブーツを作ってサンタさんを呼ぼう】●予
　日時／ 11 月 26 日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／鈴や太鼓、トライアングルを鳴らそう
参加費／ 300 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【園庭開放】●予※ 4日前まで
　日時／ 11 月 24 日（水）10：30 ～ 11：30
内容／入園相談随時受付中

やいたこども園　　　　　  　☎（４３）０４７０

【森の秋祭りにようこそ！遊んで食べて楽しいよ】●予
　日時／ 11 月 13 日（土）10：00 ～ 11：00
　内容／森の秋祭りに参加して、お祭りの雰囲気を味

わっていただきます
参加費／親子で 300 円

こどもの森こころ保育園       　☎（４８）１９６６

【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 11 月 5日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子の運動遊び 参加費／300円
【こねて、丸めて、に～ぎにぎ！】●予
　日時／ 11 月 18 日（木）10：00 ～ 11：30
内容／いろいろな粘土で感触遊び 参加費／300円

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。
楽しみながらママも子どももお友達を作りましょう
日時／ 11月 10日（水）10：00 ～ 11：00

プチ・フレンド（認定こども園かしわ幼稚園） ☎（４３）５８３０

【園庭開放】●予※ 4日前まで
日時／ 11 月 10 日（水）10：30 ～ 11：30

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

自由に遊べるおもちゃを用意しています。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／ 11月 1・8・15・29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
※子育て支援室と園庭を開放しています

つくしんぼひろば（つくし保育園） 　☎（４３）２４１１

　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

　親子で一緒に遊んだり、お友だちを作ったり、ホッと
一息つきに来ませんか？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／11月2・9・16・30日（火）10：00～ 11：30
【ホットルーム】
日時／ 11 月 11・25 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

　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】
　ぴっころ保育園からとび出し、P-BASE  NEO 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／ 11 月 11・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    

【一緒にあそぼう】●予
　日時／ 11 月 8日（月）10：00 ～ 11：00
　内容／りんごがり　参加費／ 600 円　
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 11 月 15 日（月）10：00 ～ 11：00
　内容／親子で活動を楽しみます
【こあらくらぶ（2・3歳児対象）】●予
　日時／ 11 月 5日（金）10：00 ～ 11：00
内容／親子で活動を楽しみます

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０


