
令和元年 7月号16

　児童扶養手当の現況届は、受給資格の有無と令和元年
8月から令和 2年 7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。受給資格のある方には通知書をお
送りしておりますので、8月中に子ども課にご提出くだ
さい。この現況届が提出されないと 8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。（※全額支給停止となっている方も手続きが必要です。）

受付日時・場所／

問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

受付日時 場所

8月3日（土）
8月4日（日） 8：30 ～12：00 保健福祉センター

1階 子ども課窓口

8月5日（月） 8：30 ～19：00
保健福祉センター
2階 会議室
（建設課東側）

　大雨や強風などを体験しながら防災について学び、映画
のロケ地でおなじみの大谷の巨大地下空間を探検しよう！
日時／ 8 月 31 日（土）9：00 ～ 16：00
集合場所／矢板・泉・片岡公民館
対象／ 3 歳以上　＊小学生以下は保護者同伴
定員／ 60 人
参加費／未就学児　無料
　　　　小中学生　350 円　
　　　　大人　　　700 円

申込方法／ 8 月 9 日（金）までに、電話またはメール
でお申し込みください。その際、①参加者氏名②お子
さんの年齢③バス乗降車場所④保護者の連絡先をお
伝えください。

そのほか／昼食はろまんちっく村で各自となります。
※昼食代は参加費に含まれておりません。
申込・問い合わせ／
　泉公民館　☎（４３）０４０２　＊月曜・祝日休館
　 izumi-kouminkan@city.yaita.tochigi.jp

　交流会など年間を通じて楽しいイベントを行っています。
●「ジェルキャンドル手作り体験」交流会
　かわいいジェルキャンドル作りにチャレンジしません
か？お子さんにもオススメです。非会員の方の参加も大
歓迎です。ぜひご参加ください。
日時／ 7 月 20 日（土）
　　　10：00 ～ 11：30
場所／きずな館  大会議室
定員／ 20 人　＊先着順
参加費／ 500 円

持ち物／エプロン、はさみ、手差し
申込方法／
　7月 16 日（火）までに、直接または電話でお申し込
みください。
申込・問い合わせ／
　社会福祉協議会（きずな館内）　☎（４４）３０００
　ファミリーサポートセンターでは、随時会員を募集して
います。空いている時間で、子育てサポートしませんか？
●会員数（令和元年 5月現在）…合計 306 人
 ・依頼会員 180 人　・提供会員 99 人　・両方会員 27 人

「やいたぶ」矢板市公式
アプリケーション

iPhone Android

理容＆美容サロン　Ｃ
ク オ ー レ

ＵＯＲＥ

完全個室なので
お子様のカットも安心
完全個室なので

家族みんなで
　行きたいお店

カラー・訪問カットは完全予約制となっております。
そのほか、料金・定休日など、お気軽にお問い合わせください。

〒329-2142
矢板市木幡1370-3 1階テナント　 電話＊070-4067-2687
営業時間＊9：00～ 19：00　　　定休日＊不定休

≪料金≫
 ・メンズカット　　　　 1,000円
 ・レディースカット　　 1,200円
 ・カラーのみ（ロング別料金）　2,500円

 ・前髪カット　　 500円
 ・訪問カット　　2,500円～
　（ヘルパー資格取得者が一緒にサポートします。）

　　令和元年 7月号 17

　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

ぴっころクラブ（ぴっころ保育園） 　☎（４３）０２６６    

　　
　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？
　日時／ 8月 29 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

【小麦ねんどで遊ぼう】●予  ※ 8 月 14 日（水）まで
　日時／ 8月 21 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／一緒に小麦ねんどを作って遊びましょう
　参加費／ 100 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【お魚にへんしん！】●予※ 5日前まで
　日時／ 8月 7日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／プール遊び

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【夏祭りゲームであそぼう】●予
　日時／ 8月 23 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／ミニゲームをして遊びましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【プールでいっぱい遊んじゃおう】●予  
　日時／ 8月 6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す

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６
【お菓子のパッケージで作ろう！】●予※ 5日前まで
　日時／ 8月 21 日（水）10：00 ～ 11：30
　内容／かわいいマグネットやヘアピンを作ります
　対象／ 0～ 3歳児

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【一緒にあそぼう（未就園児対象）】●予
　日時／ 8月 1日（木）10：00 ～ 11：30
　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 5・26 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／ 8月 2・30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

【こども園ってどんなところ？】
　日時／ 8月 31 日（土）10：00 ～ 11：30
　内容／入園の前に、園について知りたいことはあり
　　ますか？

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【プールで遊ぼう！】●予
　日時／ 8月 8日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／元気いっぱい水遊びを楽しみましょう
【お顔のキーホルダーを作ろう！】●予
　日時／ 8月 22 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／お子さんの写真を使ってキーホルダーを作りましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【ぴっころ＆ＫＭＣコラボ】●予
　日時／ 8月 29 日（木）10：00 ～ 12：00
　場所／Ｐ＿ＢＡＳＥ　
　内容／ベビーマッサージ　参加費／ 500 円　
　持ち物／バスタオル　対象／ 1カ月～１歳児

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【身体測定】
　日時／ 8月 28 日（水）10：30 ～ 11：30
　対象／ 0～ 3歳児　※赤ちゃん用の体重計あります

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０
　お気軽にご参加ください

　一緒に遊んだり、おしゃべりしたり、楽しい時間を過ご
しましょう
　日時／ 8月 5・19・26 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／ 8月7日（水）・29日（木）10：00～ 11：30

プチ・フレンド（認定こども園かしわ幼稚園）　☎（４３）５８３０

「ハンターマウンテンゆりパーク」
特別割引券のご案内
「ハンターマウンテンゆりパーク」
特別割引券のご案内

※開花状況はご来場前にホームページ等でご確認ください。
※開花状況により、開園期間・時間が変更になる場合がございます。

※他人への譲渡・転売は固くお断り致します。

ハンターマウンテンゆりパーク
〒329-2922 栃木県那須塩原市湯本塩原字前黒 TEL：0287-32-4580

入園料
+

フラワーリフト
（片道）

本 券 1 枚 で 5 名 様 ま で ご 利 用 い た だ け ま す 。

【大人】 【子供】 3 歳～小学生
￥1,600 ￥800

※他の割引・サービスとの併用不可。

矢板市広
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