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　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 25 年 4 月 2 日～平成
26 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。定期接種とし
て無料で接種できる期間は、令和2年3月31日までです。
　おたふくかぜは任意接種ですが、4月から接種費用の
一部助成制度が始まりました。実施機関については、お
問い合わせください。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

　英語を使って、工作をしたりゲームをしながら、ハロ
ウィンパーティーを満喫しよう。最後には、もちろん”Trick 
or Treat” をします‼ぜひ仮装してご参加ください。
日時／ 10 月 19 日（土）9：30 ～ 10：20
場所／泉公民館  集会室
定員／年少～年長児とその保護者
　　　15 人　＊先着順
参加費／ 1 人 800 円
講師／
　ローディ  ジャーマイヤ  ダニエル先生
　ローディ  保科  美樹先生
申込方法／ 10 月 11 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保護者の連絡先をお伝えください。

申込・問い合わせ／
　泉公民館　☎（４３）０４０２　＊月曜・祝日休館
　 izumi-kouminkan@city.yaita.tochigi.jp

　生地から作ったアツアツのピザは格別！自由にピザを
デコレーションしよう♪楽しい、おいしい、うれしい体
験ができるはず！
日時／ 11 月 9 日（土）9：30 ～ 12：00
場所／矢板公民館  調理室
定員／小学生とその保護者12組
※応募多数の場合は抽選。抽選結果
　は、ハガキにてお知らせします。
参加費／ 1家族1,200円（材料代）
※子どもが 2人以上の場合、1,200 円で材料追加も可能
講師／野村　みどり先生
持ち物／エプロン、三角巾、手拭タオル、子ども用上履き、
　飲み物、筆記用具、持ち帰りの袋、めん棒（持っている方）
申込方法／ 10 月 19 日（土）までに、電話でお申し込
みください。その際、①参加者氏名②お子さんの学年
③住所、保護者の連絡先をお伝えください。

申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

　弱視の危険因子となる斜視および遠視・乱視・近視・
不同視などの屈折異常を早期発見することで早期治療へ
とつなげるため、3歳 6カ月児健診時に弱視検査を始め
ました。
　検査は、椅子に座り
1m先の機器を見るだけ
で、所要時間は 1～ 2分
程度です。
問い合わせ／
　子ども課　☎（４４）３６００

　元サッカー日本代表で、元浦和レッズキャプテン鈴木 
啓太氏をアンバサダーにお迎えし、ボールを使った遊び
やスポーツを体験できる小学生向けのイベントを開催し
ます。みんなで楽しく体を動かしませんか？
日にち／ 11 月 4 日（振休・月）
場所／とちぎフットボールセンター
※荒天時は矢板東高校体育館、東小学校体育館
参加費／無料
申込方法／ 10 月 16 日（水）までに、学校を通して配
布する申込書を提出してください。

問い合わせ／生涯学習課スポーツ推進班　☎（４３）６２１８

＜親子で参加＞ボールで遊ぼう！
　自宅でも気軽にできる、いろいろな遊びをお子さ
んと一緒に楽しみましょう。
時間／ 9：00 ～ 11：30　※ 8：30 受付開始
定員／市内小学 1～ 3年生とその保護者、引率者
　　　50 組 100 人　※先着順、親子2人でお申し込みください

＜未経験者大歓迎＞キッズチャレンジ
　元日本代表などのトップアスリートから、サッ
カー、アメフト、ソフトボール、ラグビーの 4種類
のボールゲームを教えてもらえます。
時間／ 13：00 ～ 16：30　※ 12：30 受付開始
定員／市内小学 4～ 6年生 100 人  ※先着順
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【ピラティス】●予  ※ 11 月 6日（水）まで
　日時／ 11 月 13 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／いそがしいママの疲れを癒しましょう　※託児あり
　参加費／ 500 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【クリスマスまであと何日？】●予
　日時／ 11 月 22 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／アドベントカレンダーを作りましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【お話の世界へようこそ！】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 11 月 13 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／絵本の紹介、読み聞かせ

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【おいも会】●予
　日時／ 11 月 7日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／アツアツ・ホッカホカのお芋を食べましょう

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／ 11 月 11・18・25 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

【ハンドメイドマルシェ&駄菓子屋さんごっこ】
　ママ作家さんたちが出店します♪子ども服リサイクル市
　日時／ 11 月 6日（水）10：00 ～ 12：00
　※おしりふきポーチ作り：チケットをお持ちの10組

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／ 11 月 19・26 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
　日時／ 11 月 21 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／11月6・13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／ 11 月 14・28 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    

【森の秋祭りへようこそ。遊んで食べて楽しいよ】●予  
　日時／ 11 月 9日（土）11：00 ～ 14：00
　内容／親子で森の秋祭りの雰囲気を楽しんでください
　参加費／ 300 円

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【りんご狩り】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 11 月 27 日（水）10：00 ～ 12：00
　内容／園のバスで片岡の福田りんご園さんに行きます
　対象／ 0～ 3歳　参加費／りんご代実費

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【PCクックワールド】●予
　日時／ 11 月 8日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／ゴッホの家の菜園レシピ
　　　　酪農王国　オランダの農地と牧草地から
　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 26 日（火）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 8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
【秋の自然で遊ぼう！作ろう！】●予
　日時／ 11 月 28 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／どんぐりを拾って、何が出来るかな？
　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／ 11 月 8日（金）10：00 ～ 11：30
　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 5日（火）・11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／ 11 月 1・15 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


