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　出産後のお母さんの体とこころのケアを行うため、医
療機関と連携して産後ケア事業を実施しています。その
際、利用する方の費用の一部を助成しています。
　出産後すぐは、子どもにとって親への「愛着」を形成
するうえでも大切な時期です。ここで、親子関係の「質」
が築かれ、その後の子どもの心理的な健康に関係すると
考えられているため、お母さんが体とこころを休ませる
ことは、子どもにとっても必要なことです。
　育児に関して不安なことがあれば、保健師が相談に応
じますので、ひとりで悩まずにお気軽にご相談ください。　
対象／市内に住所がある、産後 4カ月未満の母子で、次
のいずれかに該当する方
①家族などから家事や育児の援助が受けられない方
②心身の不調または育児不安がある方

サービス内容／市が委託する医療機関において、宿泊や
日帰りによる産後ケアが受けられます。7月から利用
できる医療機関を拡大しました。実施施設によって利
用条件や利用料金が異なりますので、詳しくはお問い
合わせください。

※産後ケア事業については、保健師が赤ちゃん訪問でお
宅に伺った際にも、事業のご案内をしています。

利用方法／事前の申請が必要です。希望される方は、ご
相談ください。

申請・問い合わせ／
　子ども課　
　☎（４４）３６００

　児童扶養手当の現況届は、受給資格の有無と令和 4年
11 月から令和 5年 10 月までの手当額などを決定するた
めに必要な手続きです。
　この現況届が提出されないと 11 月分からの手当が受
けられなくなります。また、2年間現況届が未提出の場
合には、時効により受給資格を失ってしまいますので、
必ず手続きをしてください。

　8月に現況届の受付窓口を開設する予定です。
　受給資格のある方には、7月中に書類を郵送しま
すので、受付日程などをご確認ください。
※全額支給停止となっている方は、郵送により更新手続きを
　行っていただく予定です。

提出・問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

　夏休みの宿題の分からないところを大学生のお兄さん、
お姉さんと一緒に勉強しませんか？
日時／ 7 月 28 日（木）、29 日（金）
　　　 8 月 25 日（木）、26 日（金）
　　　各日 10：00 ～ 12：00
場所／イケポス池田キッズハウス（矢板市子ども未来館）
　　　2階みんなの広場　
対象・定員／小学生  各 15 人　＊先着順
※安全のため必ず保護者の方が送迎してください。
参加費／無料

講師／県内在住の大学生
持ち物／筆記用具、夏休みのドリルなど（自由研究、絵
画、書道を除く）

申込方法／ 7 月 20 日（水）までに、窓口または電話で
お申し込みください。

申込・問い合わせ／
　イケポス池田キッズハウス（矢板市子ども未来館）
　☎（４３）０５０５
　＊月曜・第 3日曜休館

０

育児に自信がない。
ひとりで落ち込んで
しまう。

赤ちゃんが
　泣き止まない。

夜泣きが多く、
寝不足が続き辛い。
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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／ 8月 30 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

　お気軽にご参加ください

【食品について学び、安心安全な食生活を過ごそう！】
食中毒や食品添加物の安全性などについて学びま
しょう　※筆記用具持参、講師来園
日時／ 8月 10 日（水）10：00 ～ 11：00

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。
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／ 8月 3・24・31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

　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

親子で一緒に遊んだり、おしゃべりをしたりして楽
しい時間を過ごしましょう

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

ぴっころクラブ（ぴっころ保育園） 　☎（４３）０２６６    

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【ドレミを楽しもう♪】●予※ 8月 17 日（水）まで
　日時／ 8月 24 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／楽器作りや演奏会を楽しもう

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【水遊びをしよう！】●予
　日時／ 8月 4日（木）10：00 ～ 11：00
内容／元気いっぱい水遊びを楽しみましょう

【キャラクターのバックを作ろう！】●予
　日時／ 8月 18 日（木）10：00 ～ 11：00
内容／クリアケースでキャラクターのバックをつくり
ましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【プールでいっぱい遊んじゃおう】●予
　日時／ 8月 9日（火）10：00 ～ 11：00
内容／保育園のこどもたちと一緒にプールで水遊びをします

こどもの森こころ保育園       　☎（４８）１９６６

【お～い、夏だよう！】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 8月 3日（水）10：00 ～ 11：00
内容／水遊び

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【Pクルーザー 888 に乗って出かけよう 3】●予
　日時／ 8月 31 日（水）9：30 ～ 14：30
内容／おもちゃ博物館へ行こう！ 参加費／ 800 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【ちびっこ大集合！夏祭りが始まるよ】●予
　日時／ 8月 26 日（金）10：00 ～ 11：30
内容／お祭りごっこを楽しもう 参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０
【水遊びおもちゃをつくろう！  】●予
　日時／ 8月 22 日（月）10：00 ～ 11：30
内容／身近な素材で、水遊びのおもちゃを作ってあそ
びましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【あか組さんと一緒に遊ぼう】●予※ 4日前まで
　日時／ 8月 24 日（水）10：00 ～ 10：45
内容／園庭で 3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

【一緒にあそぼう】●予
　日時／ 8月 1日（月）10：00 ～ 11：00
　内容／水遊び　参加費／ 200 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 8月 29 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／ 8月 26 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

※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。

正式競技／軟式野球（成年男子）
開催日／ 10 月 7日（金）
会場／矢板運動公園野球場


