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　矢板市歯科医師会の協力で、虫歯予防となるフッ素塗
布と歯の健康相談を行います。
日時／
　11 月 17 日（日）9：00 ～ 11：00
場所／
　保健福祉センター
対象／
　市内在住の年中・年長児相当のお子さま、および小学
1年生

申込方法／
　未就園のお子さま、市外の園（学校）に入園（学）して
いるお子さまは、11月15日（金）までにお申し込みください。
※市内幼稚園・保育所（園）・小学校へ通っているお子
　さまについては、後日、施設を通してご案内しますの
　で、直接申し込みする必要はありません。
※塗布に影響しますので、お越しになる１時間以内のご
　飲食はお控えください。
申込・問い合わせ／
　子ども課　☎（４４）３６００

　モダンな和柄プレートに飾りをつけて、素敵な正月飾
りを親子で作ります！造花を使用するので、長く使えます。
日時／
　12 月 15 日（日）
　10：00 ～ 11：30
場所／
　生涯学習館  研修室（2）
定員／
　小学生と保護者 12 組　＊先着順
参加費／ 1,500 円
※お子さまが 2人以上の場合、1,500 円で材料の追加
　もできます。

講師／髙橋　昌子先生
持ち物／
　お持ちの方は、グルーガン、ペンチ（ワイヤーが切れるもの）
申込方法／
　11 月 21 日（木）までに、電話でお申し込みください。
その際、住所、電話番号、氏名（親と子）、お子さまの
学年をお知らせください。　
申込・問い合わせ／
　矢板公民館　☎（４３）０４６９
　＊月曜・祝日休館

●矢板駅前イルミネーション
点灯期間／
　11 月 29 日（金）～令和2年1月13日（祝・月）
　17：00 ～ 23：30　※初日のみ、点灯式後～
点灯式／ 11 月 29 日（金）17：30 ～
　　　　 Lovin＆Sライブ　17：50 ～
問い合わせ／矢板まちづくり研究所事務局
　　　　　　☎０８０（６５０３）５９５２

●片岡駅前イルミネーション
点灯期間／
　11 月 30 日（土）～令和 2年 1月 5日（日）
　17：00 ～ 23：30
問い合わせ／
　片岡地区コミュニティ推進協議会（片岡公民館内）
　☎（４８）０１０１
　＊月曜・祝日休館
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【クリスマスに向けて…♡】●予  ※ 12 月 11 日（水）まで
　日時／ 12 月 18 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／クリスマスに向けて飾りを作りましょう。サンタ
　　さんと写真が撮れるかも…
　参加費／ 100 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【楽しいクリスマス会】●予
　日時／ 12 月 24 日（火）10：00 ～ 11：30
　内容／保育所のお友だちと一緒に、クリスマスの歌を
　　歌ったりダンスをしましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【シャンシャンリンリン楽しいな】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 12 月 18 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／クリスマスソングを聴いたり、楽器を鳴らして
　　みましょう

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【お話出てこい！】●予
　日時／ 12 月 12 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／人形劇を楽しみましょう（人形劇団来園）

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／ 12月 2・9・16・23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

【駄菓子屋さんごっこ】
　日時／ 12 月 4日（水）10：30 ～ 11：30
　対象／生後 6カ月位～

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／ 12 月 10 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
　日時／ 12 月 12 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／12月 4・11・18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

ぴっころクラブ（ぴっころ保育園） 　☎（４３）０２６６    

【おもちつき】●予
　日時／ 12 月 24 日（火）10：00 ～ 12：00
　内容／杵と臼を使っておもちつきをしよう
　参加費／ 100 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【リズムで体を温めよう】●予  
　日時／ 12 月 17 日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／親子でリズムに合わせて体をいっぱい動かし
　　ましょう

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【牛乳パックでカワイイ踏み台作り】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 12 月 18 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／トイレや洗面台の踏み台に大活躍！
　対象／ 0～ 3歳

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【ぺったん、ぺったん、おもちつき】●予
　日時／ 12 月 18 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／昔ながらのもちつきを体験しよう！
　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／ 12 月 16 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／もちつき会　参加費／ 300 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 12 月 9・23 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／ 12 月 6・13 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
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