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　児童手当現況届は、引き続き児童手当を受ける要件を
満たしているかを審査するための手続きです。6月1日現
在の世帯構成や加入年金などの状況を市へ届け出てくだ
さい。対象の方には、6月上旬頃に手続き案内を送付します。
現況届に必要なもの／
①児童手当現況届（請求書）…子ども課から郵送
②印鑑
③受給者の健康保険被保険者証の写し（コピー）
※受給者が被用者（会社員など）の場合
そのほか／子ども課からのご案内をよくお読みいただき、
必要書類などをご用意ください。また、必要に応じて、
別途書類の提出をお願いする場合があります。

受付日時・場所／

 ・ 6 月 17 日（月）以降も、子ども課窓口で随時受付します。
 ・郵送や電子申請による申請も受け付けています。
※電子申請には、マイナンバーカードのほか、必要なも
　のがありますのでご注意ください。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

日時 場所

平日 6 月 12 日（水）
～ 14 日（金） 8：30～17：15 保健福祉センター2階  中会議室

休日 6 月 15 日（土） 8：30～12：00 保健福祉センター1階  子ども課窓口

　家族で楽しく食べる夕ごはんメニューを募集します！
参加賞もありますので、ぜひご応募ください！
テーマ／
　家族で楽しむヘルシー  夕ごはん
　～野菜たっぷり減塩メニュー～
応募資格／
　市内の小学校 4～ 6年生で、個人または 2人組
※ 2人組の場合、1人は小学校 1～ 3年生でも可
応募方法／
　各小学校、健康増進課窓口にある応募用紙に記入の上、
7月 12 日（金）までに健康増進課へ提出してください。
※応募用紙は、市ホームページ（トップページ＞健康・福祉
　 ＞健康づくり＞子どもの料理コンクール）からも、ダウンロード
　できます。
応募・問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

　5月 9 日（木）、よい歯のコンクール（市町村審査）
が行われました。最優秀賞に選ばれた皆さんは、今後、
県の審査会に進みます。審査を行った渡邉　佳子先生か
らは、「みんなよい歯をしていました。これからも良い
歯を保つようがんばってください」とのお話がありまし
た。受賞者の皆さん、おめでとうございます。

問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

部門 受賞者

親子の部
最優秀賞 守田　茜凛ちゃん・彩さん
優秀賞 荒井　左馬之助くん・響さん

3 歳児の部

最優秀賞 関谷　桜優ちゃん

優秀賞
山本　未希ちゃん・大貫　琴葉ちゃん
小川　千裕ちゃん・伊藤　優希ちゃん
按田　浩翔くん

　ミュージカル「シンデレラ」のチ
ケットを、各公民館で販売中です。
本格的な芸術を鑑賞できる貴重な機
会ですので、ぜひご堪能ください。
公演日時／ 8 月 11 日（日）13:30 開場　14:00 開演
公演場所／文化会館  大ホール
入場券／一般 1,000 円　高校生以下 500 円（全席指定）
※この公演の入場料は、宝くじ助成による特別料金です。
※3歳未満はひざ上鑑賞無料（座席が必要な場合は有料）
入場券販売所／矢板公民館・泉公民館・片岡公民館
　　　　　　　（月曜・祝祭日を除く、9:00 ～ 17:00）
そのほか／電話などによる券の取り置きはできません。
　　　　　ご購入の際は、直接窓口までお越しください。
問い合わせ／文化会館　　☎（４３）２２１２
　　　　　　矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　※月曜・祝日休館
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【ファミリーフェスティバル】
　日時／ 7月 13 日（土）＊時間未定
　内容／園のお祭りに遊びに来てね　対象／未就園児
　※詳細は、園ホームページをご確認ください。
【ネームキーホルダー作り】●予※ 5日前まで
　日時／ 7月 17 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／プラバンでかわいいキーホルダーをつくります
　対象／ 0～ 3歳の未就園児　定員／ 6組

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【お水でジャブジャブ !!】●予  ※ 7 月 10 日（水）まで
　日時／ 7月 17 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／プールに入って水遊びを楽しみましょう
　参加費／ 100 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【ペタペタお絵描き】●予※ 5日前まで
　日時／ 7月 10 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／フィンガーフットペインティングを楽しみましょう

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【一緒にあそぼう（未就園児対象）】●予
　日時／ 7月 8日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／ながしそうめん　参加費／ 500 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 7月 1・22 日（月）10：00 ～ 12：30
　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／ 7月 5・12日（金）10：00～ 12：30
　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

【ちびっこたちの夏祭り】●予※前日まで
　日時／ 7月 24 日（水）10：00 ～ 11：30
　内容／室内で楽しむ夏祭りごっこ
　参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【水あそび大好き】●予
　日時／ 7月 26 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／プールあそびを楽しみましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【お水ジャブジャブ楽しいな】●予  
　日時／ 7月 9日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／保育園のこどもたちとプールで水遊びを楽しみ
　　　　ましょう

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【プールで遊ぼう！】●予
　日時／ 7月 11 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／プールで玩具を使って、水遊びを楽しみましょう
【リズムを楽しもう！】●予
　日時／ 7月 25 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／いろいろなリズムを楽しみましょう（講師来園）

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【夜空に夢を広げよう】●予
　日時／ 7月 5日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／七夕飾りをつくろう
　参加費／ 300 円
【ウォーターパラダイス】●予
　日時／ 7月 20 日（土）10：00 ～ 12：00
　内容／ミニミニウォーターパークで楽しんじゃおう

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【風船であそぼう】
　日時／ 7月 3日（水）10：30 ～ 11：30
　対象／ 0～ 3歳児

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

　室内でゆっくりと遊びながら、親子でお友だちをつ
くりませんか？
【ベビーホット】
　日時／ 7月 2日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
　日時／ 7月 11 日（木）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

　プールを用意しています。楽しい時間を過ごしましょう
　日時／ 7月 1・8・22・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
　※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
　※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／ 7月3・10・17・24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

　日時／平日 10：00 ～ 15：00
　※園内・園庭を開放しています。子育て相談受け付けています
【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／ 7月 11 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    




