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　英語でゲームや工作をして、みんなでちょっぴり早い
クリスマスを楽しもう！ぜひ、ご参加ください！
日時／ 12 月 21 日（土）
　　　9：30 ～ 10：20
場所／泉公民館  集会室
対象／年少～年長生とその保護者
定員／ 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／ 12 月 12日（木）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お子さんの年齢を
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

●病児保育の利用について
　病気の回復期に至らない場合で、かつ、当面の症状の急
変が認められない場合、保護者などの就労などの理由により
家庭での育児が困難なお子さんを一時的にお預かりします。

●病後児保育の利用について
　病気の回復期にあって保護者などの就労などの理
由により家庭での育児が困難なお子さんを一時的に
お預かりします。

病後児保育施設 利用できる日時

ぴっころ保育園
月～土 7：00 ～ 18：00
（日・祝・年末年始を除く）

国際医療福祉大学
金丸こども園（大田原市）

月～金 8：00 ～ 18：00
（土・日・祝・年末年始を除く）

こばと保育園（高根沢町）
月～金 8：00 ～ 18：00
土 8：00 ～ 13：00
（日・祝・年末年始を除く）

病児保育施設 利用できる日時

済生会宇都宮病院  病児保育施設
おはなほいくえん（宇都宮市）

※年齢制限：なし

月～金 8：00 ～ 18：00

土 8：00 ～ 13：00

（日・祝・年末年始・5月30日を除く）

国際医療福祉大学
金丸こども園（大田原市）
※毎年度登録が必要です。
※対象年齢：1歳から

月～金 8：00 ～ 18：00

（土・日・祝・年末年始を除く）

対象児童／本市に住民登録がある就学前の乳幼児または
　小学校就学児童（ぴっころ保育園は、市内の保育園な
　どに通う市外在住のお子さんも利用できます。）
そのほか／利用前に必ずかかりつけ医の診察を受け、診療
　情報提供書を記入してもらい、利用時に提出してください。
　ご利用は、1回の利用につき 7日間を限度とします。

問い合わせ／
　おはなほいくえん　　　☎０２８（６７８）９６００
　金丸こども園　　　　　☎（４８）６６１０
　こばと保育園　　　　　☎０２８（６７５）３３１５
　ぴっころ保育園（市子ども課）☎（４４）３６００

　昔のお正月遊びを体験できます！お誘いあわせのうえ、
ぜひお越しください。
日時／令和 2年 1月 11 日（土）10：00 ～ 15：00
場所／矢板武記念館・郷土資料館
内容／
　【矢板武記念館】
　・正月遊び（福笑い・双六・かるた・塗り絵・お手玉など）
　・生花の展示＆お琴の生演奏
　・甘酒＆ココア無料配布
　【郷土資料館】 
　・正月遊び（こま回し・たこあげ・竹馬・羽根つきなど）
　・書初め体験

参加費・入館料／無料
そのほか／
 ・申込不要。直接会場までお越しください。
 ・矢板武記念館には駐車場がありませんので、市役所駐
　車場をご利用ください。
問い合わせ／
　生涯学習課　☎（４３）６２１８
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【人形劇】●予  ※ 1 月 11 日（土）まで
　日時／ 1月 18 日（土）10：00 ～ 11：00
　内容／
　　職員手作りの人形劇です。ぜひ見に来てくださいね

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【だるまを作ろう】●予
　日時／ 1月 10 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／デカルコマニーという技法を使って製作遊びを
　　しましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【凧～たこ～あがれ～】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 1月 15 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／凧を作り、飛ばして遊びましょう

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【運動遊びをしよう！】●予
　日時／ 1月 9日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／身体を動かして楽しみましょう（講師来園）

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／ 1月 20・27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／ 1月 8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／ 1月 21・28 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
　日時／ 1月 9・23 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／1月8・22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／ 1月 9・23 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    

【PCクックワールド】●予
　日時／ 1月 17 日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／ノルウェーの森の素敵なオープンサンド
　　　　～アナ雪のふるさとに想いをよせて～
　参加費／ 500 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【みんなでお餅を焼いて食べましょう】●予  
　日時／ 1月 15 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／親子で焼いたお餅を食べて楽しみましょう
　参加費／親子で 100 円

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【タオルエプロン作り】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 1月 22 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／洗顔時にも大活躍！朝、服がぬれません♪

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 1月 17 日（金）10：30 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子体操教室
　参加費／ 300 円
【バスボムを作ろう！】●予
　日時／ 1月 30 日（木）10：30 ～ 11：30
　内容／お風呂でポカポカ、あったまろう
　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／ 1月 15 日（水）10：00 ～ 11：30
　内容／おやつを作って食べよう　参加費／ 300 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 1月 20 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／ 1月 10・17 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




