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　児童手当現況届は、引き続き児童手当を受ける要件を
満たしているかを審査するための手続きです。6月1日現
在の世帯構成や加入年金などの状況を市へ届け出てくだ
さい。対象の方には、6月上旬頃に手
続き案内を送付します。
　また、子育て世帯への臨時特別給
付金についてのご案内も送付します。
　
　

　　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、児童
手当現況届は、原則郵送での受け付けとします。子
ども課から送付された返信用封筒に児童手当現況
届と必要書類を入れ、6月 30 日（火）までに郵送
してください。
※必要に応じて、別途書類の提出をお願いする場合
　があります。

問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

　本市では、平成 27 年 3 月に策定
した「第 1期矢板市子ども・子育て
支援事業計画」に基づき、教育・保
育や子育て支援に関する事業の質・
量ともに充実を図るとともに、家庭、
学校、地域、職域などの社会のあら
ゆる場において、すべての人が子ど
も・子育て支援についての関心や理
解を深め、それぞれが協働しながら役割を果たしていく

まちづくりを推進してきました。
　第 1期計画の期間が令和元年度で終了したことから、
これまで展開してきた施策・事業の評価を行うとともに、
本市における子ども・子育て支援を取り巻く現状や課題
などを踏まえ、新たに「第 2期矢板市子ども・子育て
支援事業計画」を策定しました。
問い合わせ／
　子ども課　☎（４４）３６００

詳しくはこちら

　新型コロナウイルス感染拡大に係る影響などで、家計が
急変した方への対応として、奨学生の追加募集を行います。
出願期間／ 6 月 1 日（月）～ 7月 10 日（金）
資格／市内に住所を有する方のお子さんなどで、次の条
件に該当し、ほかに奨学金を借りていない方

●健全な心を有し、学業に優れながら経済的理由で就学
　が困難と認められる方
●高等学校・高等専門学校・専修学校・短期大学・大学・
大学院に在学している方

申請・問い合わせ／矢板市育英会事務局（教育総務課）
　　　　　　　　　☎（４３）６２１７

【学資の給付（給付額・採用予定人数）】
①高等専門学校第 4・5学年、専修学校・短期大学・大学・
大学院に在学する奨学生  ⇒  一時金 200,000 円（4人）

※貸与型奨学金と併用することができます。
【学資の貸与（貸与額・採用予定人数）】
①高等学校、高等専門学校第 1～ 3 学年に在学する奨
学生  ⇒  月額 15,000 円（若干名）

②高等専門学校第 4・5学年、専修学校・短期大学・大学・
大学院に在学する奨学生  ⇒  月額 30,000 円（若干名）

貸与期間／令和 2年 7 月分から在学する学校の正規の
修了月まで。

※ほかの貸与型奨学金との併用はできません。

 

洗 面 所

ご希望に沿った、コーディネートプランもご提案いたします。

お見積りは
無料です。

す。すす。

　 お気軽に
ご相談ください。
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【どんな色が好き？】●予※ 7月 8日（水）まで
　日時／ 7月 15 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／絵の具でお絵かきを楽しみましょう

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【星にねがいを】●予
　日時／ 7月 6日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／七夕飾りをつくり、短冊に願いごとを書きましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５
【不思議？ふしぎ？フシギ？】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 7月 8日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／手形・足形アート（スタンプ遊び）

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【プールで遊ぼう！】●予
　日時／ 7月 2日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／プールで玩具を使って、水遊びを楽しみましょう
【リズムを楽しもう！】●予
　日時／ 7月 16 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／いろいろなリズムを楽しみましょう（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／ 7月 13・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
　※子育て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

子育て便利グッズを作ろう！多機能マイバッグやお
人形用抱っこひもなどなど…

　日時／ 7月 1日（水）10：30 ～ 11：30

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

親子でホッと一息つきに来ませんか？自由に遊びなが
らいろいろ挑戦しよう。子育て相談受け付けています

【ベビーホット】※よちよち歩きまでのお子さん限定
　日時／ 7月 14 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
　日時／ 7月 2・16 日（木）10：00 ～ 11：30

ホットルーム・ベビーホット（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／ 7月 1・8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 ～ 15：30
　※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】
ぴっころ保育園からとび出して、矢板児童館で親子の
ワクワクタイム！季節感あふれる製作など、毎回違っ
たプログラムで Fun Fun Fun

　日時／ 7月 9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    

【夜空に夢を広げよう】●予
　日時／ 7月 7日（火）10：00 ～ 12：00
　内容／七夕飾りを作ろう
　参加費／ 300 円
【ぴっころ＆ KMCコラボ】●予
　日時／ 7月 16 日（木）10：00 ～ 12：00
　内容／ベビーマッサージ　※バスタオル持参
　場所／ P_BASE　参加費／ 500 円
　対象／１カ月児～１歳児
【ウォーターパラダイス】●予
　日時／ 7月 18 日（土）10：00 ～ 12：00
　内容／ミニミニウォーターパークで遊んじゃおう

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【お水ジャブジャブ楽しいな。】●予  
　日時／ 7月 7日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／保育園のこどもたちと一緒にプールで水遊びをします

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【ウェットティッシュ付きおむつポーチ＆ランチトート作り】●予※ 5日前まで
　日時／ 7月 8日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／とても便利です！プレゼントにもぜひ♪

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【ちびっこたちのなつまつり】●予
　日時／ 7月 22 日（水）10：00 ～ 11：30
　内容／室内で楽しむおまつりごっこ
　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】●予
　日時／ 7月 6日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／流しそうめん　参加費／ 500 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 7月 13 日（月）10：00 ～ 12：30
　内容／親子で活動、給食試食　参加費／ 600 円
【こあらくらぶ（2・3歳児対象）】●予
　日時／ 7月 3日（金）10：00 ～ 12：30
　内容／親子で活動、給食試食　参加費／ 600 円

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、記載の会議・イベント等は状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。


