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応募条件／
●親と子のよい歯のコンクール
→平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日に「3歳 6
　カ月児健診」を受け、虫歯がなく健康な幼児とその親
　（親は治療済であれば応募可）
● 3歳児よい歯のコンクール
→平成 29 年 4月 1日～平成 30 年 3月 31 日に「3歳 6
　カ月児健診」を受け、虫歯がなく健康な幼児
※両方のコンクールに応募することはできません。
審査日時／
　5月 8日（火）13：15 ～ 15：00 頃
応募方法／
　4月 27 日（金）までに、子ども課にある応募用紙で
お申し込みください。
応募・問い合わせ／
　子ども課　☎（４４）３６００

　障がい児者相談支援センターでは、㈱日本総合音楽研
究・発達心理研究所の先生を講師に、親子で参加できる
音楽療法を行っています。音楽に合わせて体を動かした
り、和太鼓を体験して、楽しい時間を過ごしませんか？
日時／
　4月 28 日（土）、5月 26 日（土）、6月 23 日（土）
　7月 21 日（土）、8月 25 日（土）、9月 22 日（土）
　10 月 27 日（土）、11 月 17 日（土）、12 月 15 日（土）
　平成 31 年 1 月 26 日（土）、2月 23 日（土）
　3月 23 日（土）　各日 10：30 ～ 11：30 
場所／市体育館　※6 月23日（土）のみ生涯学習館体育室

対象／小学生までの障がい児とその保護者
参加費／ 1 人 300 円（初回のみ無料）
※きょうだいでの参加は 400 円になります。
そのほか／
 ・参加を希望される方は、障がい児者相談支援センター
　までご連絡ください。当日参加も可能です。
 ・動きやすい服装で、室内用シューズを持ってお越しく
　ださい。
問い合わせ／
　社会福祉課　　　　　　　　　☎（４３）１１１６
　障がい児者相談支援センター　☎（４０）０８８６

日時／ 5 月 13 日（日）　＊雨天中止
　　　 8：00 ～ 8：15　受付
　　　 8：15 ～ 8：45　開会式・講習会
　　　 8：45 ～ 12：00　ブロックリーグ
　　　ブロックリーグ終了後　閉会式
場所／矢板運動公園 サッカー場
参加資格・チーム編成／
 ・小学生以上の矢板市民とし、居住地域より出場すること。
 ・1チームにつき、監督 1人、選手 6人以上 12 人以内。
　ただし、小学生が 3人以上参加すること。
実施方法／ブロックリーグごとに順位を決定します。
参加費／１チーム 1,000 円　＊当日受付時に徴収します。
申込方法／
　5月 1日（火）までに、各地域のスポーツ推進委員、

社会体育推進員または、子ども会育成会長がとりまとめ
の上、出場選手名簿をファクス・メールまたは直接提出
してください。
※出場者名簿は、市ホームページ（トップページ＞組織でさがす
　＞生涯学習課＞スーパーキックベースボール大会 2018 開催 !!）から
　ダウンロードしてください。
そのほか／
 ・実施の有無は当日 7：00 に事務局が決定します。
 ・チャレンジコーナー（ニュースポーツ体験）も実施し
　ますので、お気軽にご参加ください。（自由参加・無料）
申込・問い合わせ／
　生涯学習課 スポーツ推進班
　☎（４３）６２１８　 （４３）４４３６
　 syougaigakusyuka@city.yaita.tochigi.jp

　防災科学技術研究所（つくば市）は、地震、火山、気
象など、自然災害の被害軽減に関する研究開発を行って
います。国内最大・トップレベルの研究機関を体験でき
る、年に 1度のチャンス！「体験」「実験・工作」「展示」
を通じて、楽しみながら防災について学びましょう。
日時／ 4 月 22 日（日）
　　　泉公民館  8：00 発　市体育館前  8：15 発
対象・定員／ 45 人　＊小学生以下は保護者同伴
参加費／ 1 人 300 円（市バス燃料および高速料金）
申込方法／
　4月 17 日（火）までに、電話またはメールでお申し
込みください。その際、①氏名②参加人数③保護者の連
絡先④出発地をお伝えください。
申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　　 izumi-kouminkan@city.yaita.tochigi.jp
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

【野菜の苗植えとお散歩】●予
　日時／ 5月 18 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／野菜の苗を植えましょう。その後、保育所の近
　　　　所を散歩しましょう。

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【お外で遊ぼう】●予  ※5日前まで
　日時／ 5月 16 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／固定遊具や砂場で遊びましょう。
　対象／未就園児

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【フォトフレームを作ろう！】●予
　日時／ 5月 10 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／作ったフォトフレームに、親子の写真をいれま
　　　　しょう。
【お庭でいっぱい遊ぼう！】●予
　日時／ 5月 24 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／園のお庭で、おもいっきり遊びましょう。

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【ちびっこたちの体操教室】●予※前日まで
　日時／ 5月 25 日（金）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

【新聞紙！ちぎってまるめてあそんじゃおう】●予
　日時／5月11日（金）10：00～12：00
　内容／新聞紙ってすごい  ～いろんなものに変身～
　参加費／100円
【ぴっころ＆KMCコラボ（0・1歳児対象）】●予
　日時／5月24日（木）10：00～12：00
　内容／ベビーマッサージ　　参加費／500円
【Pクルーザー888に乗って出かけよう1】●予
　日時／5月28日（月）①9：30～  ② 10：30～
　内容／いちご狩りを楽しもう！　　参加費／300円
　定員／各10組　＊先着順

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。
【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／ 5月 10 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    

【ホットルーム】
　日時／ 5月 10・17 日（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／ 5月 22 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（すみれ幼稚園）　☎（４４）２３９０

　日時／ 5月 7・14・21・28日（月）10：00～ 11：30
　※随時子育て相談を受け付けています。

ほのぼのランド（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／ 5月 16・23・30 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

【森の春を探検しよう】●予  
　日時／ 5月 8日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／保育園の周りの山を散策し山の春を探検しましょう。

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／ 5月 14 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／いちごがり　　　参加費／ 400 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 5月 21・28 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／ 5月 11・25 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

【大型絵本の読み聞かせ】
　日時／5月9日（水）10：30～11：30
　対象／ 0～ 3歳くらいのお子さん

エンジェル（矢板認定こども園 ）    ☎（４３）０４７０

【保育園で遊ぼう】●予  ※ 5/9まで
　日時／5月16日（水）9：30～11：00
　内容／遊具で遊ぼう
　参加費／100円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）０００３


