
令和 4年 5月号12

【麻しん風しん混合ワクチン（MR）】
　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、定期予防接種
のため接種料金はかかりません。
※県外で接種を希望する方は、お問い合わせください。
【おたふくかぜ】
　おたふくかぜ予防接種費用の助成を行っています。麻
しん風しん混合ワクチン（MR）を接種したあとに続けて
接種しましょう。
※任意予防接種のため、市外で接種を希望する方は、事前に申請
　が必要です。

そのほか／
 ・助成額および実施医療機関については、お問い合わせ
ください。

 ・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」の7ページをご覧ください。
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

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）

　親子でふれあう楽しいひと時を過ごしませんか？
リトミックのリズム運動は、注
意力や集中力を育てると言われ
ています。また音楽を聞いて自
由に表現することにより豊かな
想像力も育まれます。
日時／全 6回　10：00 ～ 11：10
① 6月 2日（木）② 7月 7日（木）③ 9月 8日（木）
④ 10 月 20 日（木）⑤ 11 月 10 日（木）⑥ 12 月 11 日（日）
※ 12月はママパパ KIDS おたのしみ会（未就学児クラス）と合同
　開催になります。

場所／イケポス池田キッズハウス  みんなの広場
　　　（市子ども未来館）
対象・定員／
　1歳 6カ月～就園前までの親子 15 組　＊先着順　
参加費／無料
講師／佐藤  陽子先生・五月女  美香先生
持ち物／飲み物、タオル　など
申込方法／ 5 月 22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住所③電話番号④
お子さんの年齢⑤託児希望の有無をお知らせください。

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

　親子で一緒にフライパンや蒸し器で作れるおいしいお
やつを作ってみましょう。春と秋、計 2回の講座です。
日時／ 5 月 28 日（土）
　　　11 月 26 日（土）
　　　9：30 ～ 11：30
場所／泉公民館  調理室
対象・定員／
　市内在住の小学生とその保護者 4組　＊先着順　
参加費／ 1 組 500 円程度　＊当日集めます

講師／栄養士　斎藤  奈峰子先生
持ち物／エプロン、髪かぶり、マスク、飲み物、お子さ
んの上履き

申込方法／ 5 月 7 日（土）から、電話でお申し込みく
ださい。その際、①参加者氏名②電話番号③住所をお
知らせください。

申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

　令和 4年 5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。

【パパ大好き♡】●予※ 6月 8日（水）まで
　日時／ 6月 15 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／寝相アートでパパへのプレゼントを作ろう

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【こねこねねんど】●予
　日時／ 6月 27 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／親子でふれあい遊びをし、体を動かした後は、
小麦粉粘土を作ってこねこねして遊びましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【講演会へようこそ！】●予
　日時／ 6月 4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（講師来園予定）
【シャボン玉で遊ぼう！】●予
　日時／ 6月 16 日（木）10：00 ～ 11：00
内容／いろいろな道具を使ってシャボン玉を楽しみましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【一緒にあそぼう】●予
日時／ 6月 6日（月）10：00 ～ 11：00　

　内容／新聞であそぼう　　　　　参加費／200円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 6月 27 日（月）10：00 ～ 11：00
　内容／親子で活動を楽しみます　参加費／200円
【こあらくらぶ（2・3歳児対象）】●予
　日時／ 6月 10・24 日（金）10：00 ～ 11：00
内容／親子で活動を楽しみます　参加費／200円

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０

【親子で遊ぼう！】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 6月 15 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／触れ合い遊び

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【あお組さんと一緒に遊ぼう】●予※ 4日前まで
　日時／ 6月 22 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／園庭で 5歳児クラスの園児と一緒に遊びます

やいたこども園　　　　　  　☎（４３）０４７０

【みんなでリズム。ランランラン！】●予
　日時／ 6月 7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

【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 6月 17 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による未就園児向けの親子体操教室
　参加費／ 300 円
【何して遊ぶ？新聞紙が大変身！】●予
　日時／ 6月 24 日（金）10：00 ～ 11：30
内容／こんな遊びができちゃった　参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

　お気軽にご参加ください

　　
赤ちゃんから就園前までのお子さんとお家の方が対
象。遊びながら相談もでき、ホッとできる場所です
日時／ 6月14・21・28日（火）10：00～11：30　

ホットルーム（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だちを作りましょう
日時／ 6月8・15・22・29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

【親子でふれあいあそび】●予
　親子でリズム遊びを行います
日時／ 6月 8日（水）10：00 ～ 11：00

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

　雨の日でも室内で楽しく遊べます。お気軽に遊びに来
てください。子育ての相談を随時受け付けています
日時／ 6月 6・13・20 日（月）10：00 ～ 11：30

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

　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／ 6月 9・23 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    

【PCクックワールド】●予
　日時／ 6月 17 日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／ベリーベリータイム「KAORU」イングランド
　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（月）9：30 ～ 14：30
内容／宇都宮動物園へ行こう！　参加費／ 1,000 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

・・・・・


