
令和 4年 10 月号10

　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 28 年 4 月 2 日～平成
29 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 5年 3月 31 日（金）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。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

　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（1人当たり）／
　小学生：54,060 円　中学生：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、2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

　親子でグラウンド・ゴルフをしてス
ポーツの秋を楽しんでみませんか？
日時／ 10 月 30 日（日）
　　　 09：30 ～ 12：00
場所／泉公民館  北側グラウンド
対象・定員／市内在住の小中学生とその保護者  12 人
　　　　　  ＊先着順

参加費／無料
持ち物／飲み物、タオルなど
申込方法／ 10 月 19 日（水）までに、電話でお申し込
みください。

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

　紅葉に染まる秋の高原山で、
木に登る体験を通じ自然と親し
み、安全で楽しい遊び方を学ぼう。
初めての方大歓迎！ベテランの
講師がアドバイスをしますので、
ぜひご参加ください。
日時／ 11 月 13 日（日）10：00 ～ 12：00
場所／県民の森  キャンプ場
対象・定員／市内在住の小学生とその保護者  10 人
　　　　　  ＊先着順

参加費／小中学生 1,000 円　大人 1,500 円
　　　　＊当日集めます
講師／白石  盛人先生（ツリークライミングジャパン所属）
持ち物／飲み物、タオルなど
申込方法／ 10月9日（日）から、電話でお申し込みください。
　その際、①参加者氏名②お子さんの年齢と身長をお伝え
ください。
申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

【うさぎにへーんしん！！】●予※ 11 月 9日（水）まで
　日時／ 11 月 16 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／寝相アートで来年のカレンダーを作ろう

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【手作りおもちゃを作って遊ぼう！】●予
日時／ 11 月 10 日（木）10：00 ～ 11：00
内容／でんでん太鼓を作って遊びましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【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 12 日（土）10：00 ～ 11：00
内容／秋祭りに参加して、お祭りの雰囲気を味わいましょう
参加費／親子で 300 円

こどもの森こころ保育園       　☎（４８）１９６６

【秋を探そう！】●予※ 5日前まで
　日時／ 11 月 16 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 4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（金）10：00 ～ 12：00
　内容／ Piccolo Pizza Day（PPD）20th November2022
～ピザの日にちなんでスペイン・トルコ・フランスへflying on day～
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 25 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

【ちびっこたちの体操教室】●予
日時／ 11 月 11 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

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【手形アートでクリスマス】●予
　日時／ 11 月 21 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／手形でクリスマスツリーやサンタクロースの
作品を作りましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【き組さんと一緒に遊ぼう】●予※ 4日前まで
　日時／ 11 月 9日（水）10：00 ～ 10：45
内容／園庭で 4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／ 11 月 7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 14 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／ 11 月 4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

　お気軽にご参加ください

【葉っぱスタンプで遊ぼう♪】
　日時／ 11 月 2日（水）10：00 ～ 10：45
【ベビーマッサージ体験】●予
　日時／ 11 月 30 日（水）10：00 ～ 10：45
対象／生後 1カ月からハイハイ前までの赤ちゃん

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／ 11 月 9・16 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／ 11 月 7・14・28 日（月）10：00 ～ 11：30
※随時子育て相談を受け付けています

ほのぼのらんど（泉保育所）    　☎（４３）０４３５

　　
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／11月1・8・15・22・29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

　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／ 11 月 10 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    

※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。


