
平成 30 年 9月号14

対象／生後 2カ月から就学前までの乳幼児
入所・入園条件／
　乳幼児の保護者、同居の親族などが乳幼児を保育する
ことができないと認められる場合。
面接／
　受付時に行いますので、入所（園）を希望するお子さん
と同伴の上、お越しください。なお、受付当日都合が悪い
場合は、各保育所（園）または、子ども課にご相談ください。

障がいをお持ちの乳幼児の入所（園）申し込み／
　児童相談所または、専門医などの専門機関の意見書を
添付してください。意見書の添付が困難な場合は、子ど
も課にご相談ください。
入所・入園の内諾・承諾／
　11 月 16 日（金）までに書類を提出された方に対して、
下記のとおり送付する予定です。
　内諾（  仮決定  ）の通知 : 平成 31 年 1月中旬
　承諾（正式決定）の通知 : 平成 31 年 3月中旬
問い合わせ／
　子ども課　☎（４４）３６００

●入所・入園申込書などの提出書類
→ 9/25（火）から各保育所（園）、子ども課で配布します。
●入所・入園申込書の受付場所
→第 1希望の保育所（園）となります。
※「こどもの森こころ保育園」の受付は、「こどもの
　森保育園」で行います。

受付場所（第１希望の保育所・保育園） 受付日時 所在地 電話番号
公立 泉保育所 10／17（水） 9：00～17：00 泉 429 番地 ☎（４３）０４３５

つくし保育園 10／16（火） 9：00～17：00 木幡 289 番地 ☎（４３）２４１１

私立

ちゅーりっぷ保育園 10／16（火） 8：30～17：00 中 150 番地 389 ☎（４４）０７６３
かたおか保育園 10／16（火） 9：00～17：00 乙畑 1439 番地 ☎（４８）０９５１
ぴっころ保育園 10／17（水） 9：00～17：00 富田 530 番地 4 ☎（４３）０２６６
矢板保育園 10／20（土） 9：00～16：00 木幡 1552 番地 1 ☎（４３）００３３
こどもの森保育園 10／30（火）10：00～18：00 石関 1204 番地 1 ☎（４８）１９３４
こどもの森こころ保育園※ 10／31（水）10：00～18：00 石関 1181 番地 5 ☎（４８）１９６６

　交流会など年間を通じて楽しいイベントを行っています。
●「楽器手づくり体験」交流会
　楽器作りにチャレンジ！昨年の交流会で演奏してくれ
た CoCoBlue と手づくり楽器を作りましょう。
　だれでも楽しめる楽器作りです。非会員の方の参加も
大歓迎です。ぜひご参加ください。

日時／ 9 月 30 日（日）14：00 ～ 15：30
場所／きずな館  大会議室
定員／ 20 人　＊先着順
参加費／ 300 ～ 500 円
持ち物／はさみ
申込方法／ 9 月 25 日（火）までに、直接または電話で
　　　　　お申し込みください。
申込・問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００
　ファミリーサポートセンターでは、随時会員を募集して
います。空いている時間で、子育てサポートしませんか？
●会員数（平成 30年 7月現在）…合計 302 人
 ・依頼会員 173 人　・提供会員 101 人　・両方会員 28 人

〔リフォーム浴室編〕 見積無料
見積無料

〇  蛇口の交換
〇  シャワーヘッド交換
〇  雨漏り修理
〇  きれいで節水 ! トイレリフォーム

〇   流し・排水のつまり
〇  換気扇交換
〇  ドアの修理・交換

ちょこっとチャレンジ！
プチリフォームしませんか？

　　平成 30 年 9月号 15

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【遠足「りんごがり」】●予
　日時／ 10 月 25 日（木）9：15 ～ 13：00
　内容／りんご狩りにいきましょう！りんご狩りの後は、
　　　　長峰公園へGO！　※お弁当をご持参ください
　参加費／お問い合わせください

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【ホップ・ステップ・ジャンプ運動遊び（未就園児対象）】●予
　日時／ 10 月 10 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／跳び箱・マット・平均台に挑戦

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【森の運動会にようこそ！みんなでヨーイドン！】●予  
　日時／ 10 月 6日（土）10：00 ～ 11：00
　内容／森の運動会を見学し、かけっこに参加しましょう

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【さつまいも掘りをしよう！】●予
　日時／ 10 月 18 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／ジャンボ芋・ミニ芋…どんなお芋が掘れるかな

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【楽しく食べよう】●予  ※ 10/10（水）まで
　日時／ 10 月 17 日（水）11：00 ～ 12：00
　内容／給食を食べよう
　対象／１歳児以上　　参加費／ 400 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

　お気軽にご参加ください

　日時／10月1・15・22・29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
【ホットルーム】
　日時／ 10 月 18・25 日（木）10：00 ～ 11：30
【ベビーホット（よちよち歩きまでのお子さん対象）】
　日時／ 10 月 30 日（火）10：00 ～ 11：30
　※毎週土曜日は園庭を開放しています
　※随時子育て相談を受け付けています

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

　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】
　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／ 10 月 11・25 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    

　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／10月3・10・17・24・31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

【一緒にあそぼう（未就園児対象）】●予
　日時／ 10 月 22 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／おいも会
　参加費／ 300 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 10 月 1・15・29 日（月）10：00 ～ 11：30
　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／ 10 月 5・12・19・26 日（金）10：00 ～ 11：30
　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

【運動会に遊びに来てね！】
　日時／ 10 月 6日（土）8：45 ～ 13：45
　内容／親子でかけっこに参加しよう！
【ちびっこたちの体操教室】●予※前日まで
　日時／ 10 月 12 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子教室
　対象／よちよち歩き～　　参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【親子体操】●予※ 5日前まで
　日時／ 10 月 3日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／専門講師による体験教室
　対象／生後 3カ月～ 3歳
　参加費／ 300 円
【運動会でかけっこをしよう】●予
　日時／ 10 月 6日（土）10：00 ～ 10：30
　内容／みんなで楽しく走りましょう
　対象／ 1歳～未就園児
【お菓子のパッケージで作ろう‼】●予※ 5日前まで
　日時／ 10 月 17 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／マグネット・ヘアピン作り
　対象／ 0～ 3歳

矢板認定こども園 　　   　　   ☎（４３）０４７０

【運動会ごっこで元気！元気！】●予
　日時／ 10 月 12 日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／玉入れ、かけっこ、親子競技などを楽しもう
　参加費／ 300 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６




