
令和元年 9月号14

対象／生後 2カ月から就学前までの乳幼児
入所・入園条件／乳幼児の保護者、同居の親族などが乳
　幼児を保育することができないと認められる場合。
面接／受付時に行いますので、入所（園）を希望するお
　子さんと同伴の上、お越しください。なお、受付当日
　都合が悪い場合は、各保育所（園）または、子ども課
　にご相談ください。

障がいをお持ちの乳幼児の入所（園）申し込み／
　児童相談所または、専門医などの専門機関の意見書を
添付してください。意見書の添付が困難な場合は、子ど
も課にご相談ください。
入所・入園の内諾・承諾／ 11月15日（金）までに書類を
　提出された方に対して、下記のとおり送付する予定です。
　内諾（  仮決定  ）の通知 : 令和 2年 1月中旬
　承諾（正式決定）の通知 : 令和 2年 3月中旬
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

●入所・入園申込書などの提出書類
→ 9/24（火）から各保育所（園）、子ども課で配布します。
●入所・入園申込書の受付場所
→第 1希望の保育所（園）となります。
※「こどもの森こころ保育園」の受付は、「こどもの
　森保育園」で行います。

受付場所（第１希望の保育所・保育園） 受付日時 所在地 電話番号
公立 泉保育所 10／16（水） 9：00～17：00 泉 429 番地 ☎（４３）０４３５

ちゅーりっぷ保育園 10／16（水） 8：30～17：00 中 150 番地 389 ☎（４４）０７６３

私立

かたおか保育園 10／17（木） 9：00～17：00 乙畑 1439 番地 ☎（４８）０９５１
つくし保育園 10／18（金） 8：30～17：30 木幡 289 番地 ☎（４３）２４１１
矢板保育園 10／19（土）10：00～15：00 木幡 1552 番地 1 ☎（４３）００３３
ぴっころ保育園 10／21（月） 9：00～17：00 富田 530 番地 4 ☎（４３）０２６６
こどもの森保育園 10／30（水）10：00～18：00 石関 1204 番地 1 ☎（４８）１９３４
こどもの森こころ保育園※ 10／31（木）10：00～18：00 石関 1181 番地 5 ☎（４８）１９６６

●朗読会「仲秋のあかり」
　「まちのあかり」による秋の朗読会を行います。今
回は、ゲストを交えて開催します。趣ある蔵で朗読
と幻

げんとう

燈を味わいながら、仲秋のひとときをお楽しみ
ください。
日時／ 9 月 23 日（祝・月）17：00 ～ 18：30
場所／矢板武記念館  西蔵
朗読作品／『たぬきの糸車』『口紅のとき』『鹿踊り
　のはじまり』『セロ弾きのゴーシュ』
定員／ 30 人程度　＊先着順。申込不要です。　
問い合わせ／地域活動団体 まちのあかり
　　　　　　machinoakari813@gmail.com

●お化け屋敷「聚
しゅうじんてい

亭」
　１日限りのお化け屋敷が矢板武記念館に登場しま
す！江戸時代の家屋で昔からの文化を楽しみましょう！
日時／ 9 月 23 日（祝・月）13：00 ～ 17：00
場所／矢板武記念館  母家
対象／小学生程度　＊申込不要
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

そのほか／
 ・どちらも入館料で参加いただけます。
 ・ 9 月23日は終日、母家の常設展示はご覧いただけません。
 ・車でお越しの方は、市役所駐車場をご利用ください。

風しん抗体検査・予防接種のご案内
昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性が対象

　今年度は、昭和 47年 4月 2日から昭和 54年 4月 1日の方に抗体検査
と予防接種を無料で受けることができるクーポン券を送付しています。
　それ以外の希望される対象者には、随時発行いたしますので、お問い合
わせください。

問い合わせ／健康増進課　☎（４３）１１１８

クーポン券
が届く

医療機関や健診で
抗体検査を受ける

検査の結果、抗体価が低い場合
は医療機関で予防接種を受ける

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。）
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【楽しく食べよう！】●予  ※ 10 月 9日（水）まで
　日時／ 10 月 16 日（水）11：00 ～ 12：00
　内容／保育園のおいしい給食を一緒に食べましょう
　参加費／ 400 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【合言葉はトリック・オア・トリート】●予
　日時／ 10 月 30 日（水）10：00 ～ 11：30
　内容／ハロウィンあそびを楽しみましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【不思議な新聞紙】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 10 月 9日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／新聞紙で身近なものを作りましょう

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【さつまいも掘りをしよう！】●予
　日時／ 10 月 17 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／どんなお芋が掘れるかな？

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

　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／ 10 月 7・21・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

　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

【みんなで楽しくトイレット・トレーニングをしよう！】
　日時／ 10 月 2日（水）10：30 ～ 11：30
　※ 11月 6日（水）おしりふきポーチ作りのチケットを
　　10：15 ～先着 10 人に配布予定

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

　子育てについて話したり、情報交換をしてお友だちを
作りませんか？
【ベビーホット】※よちよち歩きまでのお子さん限定
　日時／ 10 月 29 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
　日時／ 10 月 3・10・24 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／10月9・23・30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】
　親子のワクワクタイム。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／ 10 月 10・24 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    

【森の運動会へようこそ。みんなでヨーイドン！】●予  
　日時／ 10 月 12 日（土）10：00 ～ 11：00
　内容／森の運動会を見学し、かけっこに参加しましょう

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【親子体操】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 10 月 30 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／ママさん講師来園
　対象／生後 3カ月～ 3歳くらい

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【運動会ごっこで元気！元気！】●予
　日時／ 10 月 16 日（水）10：00 ～ 12：00
　内容／玉入れ・かけっこ・親子競技などを楽しもう
　参加費／ 300 円
【ちびっこお店屋さんでお買い物をしよう】●予
　日時／ 10 月 25 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
【ぴっころ＆ＫＭＣコラボ】●予
　日時／ 10 月 31 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　

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【運動会に遊びに来てね！】
　日時／ 10 月 5日（土）8：45 ～ 14：00
　内容／親子でかけっこよ～いどん！（10：00 頃）
【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 10 月 18 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子体操教室　参加費／300円
【かぼちゃで cooking ！】●予
　日時／ 10 月 31 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／ハロウィンパーティーをしよう　参加費／300円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【一緒にあそぼう（未就園児対象）】●予
　日時／ 10 月 28 日（月）10：00 ～ 12：30
　内容／おいも会　参加費／ 300 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 10 月 7日（月）・16 日（水）・21 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／ 10 月 11・18・25 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




