
平成 30 年 8月号14

　9月 1日（土）から、新入園児の受付を開始します。
該当する園児／

※上記以外の年齢の入園は各園にお問い合わせください。

入園説明会／
　8月 31 日（金）10：30 ～矢板認定こども園
　9月 01 日（土）　9：30 ～認定こども園すみれ幼稚園
　9月 01 日（土）　9：30 ～認定こども園かしわ幼稚園
※詳しくは、各園までお問い合わせください。
問い合わせ／
　矢板認定こども園（本町8-13）　　　　　☎（４３）０４７０
　認定こども園すみれ幼稚園（末広町2-1）　☎（４４）２３９０
　認定こども園かしわ幼稚園（荒井432-1）　☎（４３）５８３０

1歳児保育 平成 29 年 4月 2日～平成 30 年 4月 1日生

2 歳児保育 平成 28 年 4月 2日～平成 29 年 4月 1日生

3 年保育 平成 27 年 4月 2日～平成 28 年 4月 1日生

2 年保育 平成 26 年 4月 2日～平成 27 年 4月 1日生

　美味しいお菓子を作りながら、楽しく仲間づくりをしませんか？
初心者でも気軽に参加できる 3回連続の講座です。
日時・内容／全 3回

日時 内容
① 9 月 22 日（土）

9：30～12：00
ぶどう大福（日本）

② 10 月 27 日（土） カヌレ（フランス）
③ 11 月 24 日（土） サンドビスカウト（ポルトガル）

場所／矢板公民館 調理実習室
定員／ 20 人　＊申込多数の場合は抽選
参加費／ 3,500 円（材料費 3回分）　＊初回に集めます。

講師／野村　みどり先生
持ち物／
　エプロン・三角巾・ゴムべら・泡だて器・ハンドミキ
サー・めん棒・筆記用具・持ち帰りの容器または袋等
申込方法／
　8月 24 日（金）までに、電話でお申し込みください。
結果は、ハガキにてお知らせいたします。
申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

簡単木工体験と流しそうめん
　さくら市の廃校を利用し
た「杉インテリア木工館」で、
端材を自由に使って木工体
験をします。自由な発想と
創造力をふくらませて、世
界で1つだけの作品を作ってみよう。
お昼は流しそうめんをします！
日時／ 9 月 1 日（土）
　　　泉公民館  9：00 発　市体育館前  9：15 発
定員／親子 10 組
参加費／ 1 人 1,000 円（体験料・昼食代込み）
申込締切／ 8 月 28 日（火）

申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　 izumi-kouminkan@city.yaita.tochigi.jp
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

オリジナルキャンドル作り
　夏休みの思い出に、日本キャンドル協会認定の
キャンドルアーティストの先生と一緒に、本格的だ
けど簡単で楽しい、宝石のようなオリジナルキャン
ドル作りをしてみませんか？
日時／ 8 月 22 日（水）10：30 ～ 11：45
定員／親子 30 人　＊先着順
　　　※小学生以上は友達同士での参加も可
参加費／ 500 円
　　　　（キャンドル１個作成につき）
講師／舘脇　侑希先生
　　　（Takahara Candle代表）
申込締切／ 8 月 19 日（日）

申込方法／電話またはメール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③保護者の連絡先
④ 9月 1 日（土）の木工体験に参加される方は、バス
乗降車場所をお伝えください。
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

【体を動かそう！その後のお楽しみは…】●予
　日時／ 9月 28 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／体操やふれあい遊びで体を動かした後は、おいし
　　　　いおやつを作って食べましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【おもちゃランドへようこそ】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 9月 5日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／ままごとセット、ブロック、プラポイントのコーナー遊び

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【作って食べよう、新米おむすび】●予  
　日時／ 9月 11 日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／おかあさんに新米でおむすびを作ってもらい一緒
　　　　に食べましょう
　参加費／親子で 100 円

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【はじめてのトイレット・トレーニング】●予※ 5日前まで
　日時／ 9月 19 日（水）10：30 ～ 11：30
　対象／０歳～ 3歳
　内容／トイレに誘うためのおもちゃを作ります

矢板認定こども園 　　   　　   ☎（４３）０４７０

【おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう】●予
　日時／ 9月 6日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／木幡東交友会の方と遊びましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【何ができたかな？】●予  ※ 9/12 まで
　日時／ 9月 19 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／味覚狩りに行こう
　参加費／お問い合わせください

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

　お気軽にご参加ください

　日時／ 9月 3・10 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

【手遊び教室】
　日時／ 9月 12 日（水）10：30 ～ 11：30
　対象／ 0～ 3歳
　※ 12：30 までは園内を開放しています

エンジェル（矢板認定こども園 ）    ☎（４３）０４７０

【ホットルーム】
　日時／ 9月 6・13・20 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／ 9月 11 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／ 9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    

　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／ 9月5・12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

【PCクックワールド】●予
　日時／ 9月 7日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／
　　オーガニックライフが日常に溶け込む都メルボルン（豪）へ
　ヘルシー旅行～‼
　参加費／ 500 円
【Pクルーザー 888 に乗って出かけよう３】●予
　日時／ 9月 21 日（金）9：30 ～ 14：30
　内容／宇都宮動物園へ出かけよう
　参加費／ 1,000 円（予定）

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【一緒にあそぼう（未就園児対象）】●予
　日時／ 9月 10 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／ぶどうがり
　参加費／ 600 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 9月 3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／ 9月 7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

【こども園ってどんなところ？】●予※前日まで
　日時／ 9月 1日（土）10：00 ～ 11：50
　内容／こども園についての説明会・給食試食会
　参加費／ 300 円
【こども園の保育参観】●予※前日まで
　日時／ 9月 5日（水）10：00 ～ 11：30
　対象／よちよち歩き～未就園児
　内容／子どもの日常生活をのぞいてみよう！
　参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０




