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　市では、不妊治療における経済的負担の軽減を図るた
め、保険適用外の治療費の一部を助成しています。
対象／次の全てに該当する方（ご夫婦とも）
 ・人工授精、体外受精、顕微授精のいずれかの治療を受
　けた婚姻中の方
　（体外受精、顕微授精については県の助成を受けている方）
 ・矢板市に申請日の前日から起算して、１年以上住民登
　録のある方
 ・市税を滞納していない方 
 ・各種医療保険の被保険者、または被扶養者である方
 ・その他、市の交付要綱に定める要件を全て満たす方
助成金額／申請１回につき、上限 10 万円
申請期限／治療が終了した日の属する年度の翌年度末日まで

助成期間・回数／助成を受けた初回治療開始時の妻の年
齢によって、助成を受けられる回数が異なります。

※助成回数は、対象治療全てを通算した回数です。
※通算助成回数に達していない場合であっても、妻の年齢
　が43歳以上で開始した治療は助成の対象になりません。
※県の助成制度（体外受精および顕微授精）について詳
　しくは、県北健康福祉センター　☎（２２）２２５９
　にお問い合わせください。
申請・問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

助成を受けた
初回治療開始時の妻の年齢 助成回数

39 歳以下 通算 6回まで
40～42 歳 通算 3回まで
43 歳以上 助成対象外

　第 2期麻しん・風しん（定期）、おたふくかぜ（任意）
の予防接種はお済みですか？この予防接種は、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。
　今年度対象となっているのは、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。麻しん・風しん（無料）、おたふくかぜ（5,500 円助成）
で接種できる期間は、3月 31 日までです。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

　2月 3日は節分です♪今
年の節分は、親子で手作り
のオリジナルともなりく
んデコ巻き寿司に挑戦し
てみませんか？

日時／ 1 月 25 日（土）9：30 ～ 11：30
場所／矢板公民館  調理実習室
内容／ハーフサイズのデコ巻きと恵方巻き　各 1本
定員／小学生とその保護者　12 組　※先着順

講師／川井  ゆかり先生
持ち物／エプロン、三角巾、手拭タオル、子ども用上履き、
　持ち帰りの容器（タッパー、重箱など）
材料費／ 1,300 円程度（巻きす付き）
申込方法／ 1 月 12 日（日）までに、電話でお申し込み
ください。その際、住所、電話番号、参加者氏名、お
子さん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
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【Let's enjoy English！】●予  ※ 2 月 5日（水）まで
　日時／ 2月 12 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／トーマス先生と一緒に楽しく英語を学びましょう
　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

【人形劇を観賞しよう】●予
　日時／ 2月 7日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／楽しい人形劇を親子で鑑賞しましょう
　　　   （講師来所）

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【トンネル  ドキドキ‼】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 2月 12 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／運動遊び（マット、トンネルなど）

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【スプリングコンサート♪】●予
　日時／ 2月 6日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／園児たちと一緒にコンサートを楽しみましょう
　　　  （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／ 2月 3・10・17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

【大型絵本の読み聞かせ】
　日時／ 2月 12 日（水）10：30 ～ 11：30

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／ 2月 4・18 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
　日時／ 2月6・13・20・27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／ 2月12・19・26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／ 2月 13・27 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    

【大きな声で福は内！鬼は外！】●予
　日時／ 2月 3日（月）10：00 ～ 12：00
　内容／鬼のお面を作って、豆まきをしよう
　参加費／ 100 円
【元気いっぱい！親子体操】●予
　日時／ 2月 18 日（火）10：00 ～ 12：00
　内容／園長先生と楽しく体を動かそう！
　参加費／ 100 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【天日干しの干しイモを食べよう】●予  
　日時／ 2月 5日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／親子で天日干しの干しイモ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

【せっけん作り】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 2月 19 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／ママさん講師来園

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 2月 7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
【ホットホットまつりに遊びに来てね！】
　日時／ 2月 15 日（土）10：00 ～ 13：00
　内容／作品展・模擬店で大にぎわい

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／ 2月 14 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／作ってあそぼう　参加費／ 300 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 2月 10・17 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／ 2月 7・21・28 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




