
令和 3年 8月号10

　9月 1日（水）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・問い合わせ／

※詳しくは、各園にお問い合わせください。

1 歳児保育 令和 2年 4月 2日 ～ 令和 3年 4月 1日生

2 歳児保育 平成 31年 4月 2日 ～ 令和 2年 4月 1日生

3 年保育 平成 30年 4月 2日 ～ 平成 31年 4月 1日生

2 年保育 平成 29年 4月 2日 ～ 平成 30年 4月 1日生

施設名 日時
認定こども園かしわ幼稚園
☎（４３）５８３０（荒井 432-1） 8 月 28 日（土） 9：30 ～

認定こども園すみれ幼稚園
☎（４４）２３９０（末広町 2-1） 9 月 2 日（木） 9：30 ～

やいたこども園
☎（４３）０４７０（本町 8-13）

常時
（見学と合わせて受付）

　好きな色の砂を使って世界に
ひとつだけのアート作品を作っ
てみよう！

日時／ 9 月 5 日（日）10：00 ～ 12：00
場所／泉公民館  集会室

対象・定員／
　市内在住の幼児・小学生とその保護者 8組    ＊先着順
参加費／ 1 人 500 円　＊当日集めます
講師／和気  純子先生
申込方法／ 8 月 10 日（火）から、電話でお申し込みく
ださい。

そのほか／飲み物などは各自ご用意ください。
申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

　絵本をテーマにお話の中に出てくるお菓子を作ろう！
「どんな味がするのかな？ !」ウキウキワクワクしながら、
絵本の世界を想像してみよう♪
日時／ 9 月 11 日（土）9：30 ～ 12：00
場所／矢板公民館  調理実習室
内容／読み聞かせ &親子調理　※試食なし
 ・絵本：クッキーのおうさま
 ・作るお菓子：アイシングクッキー
対象・定員／年長児とその保護者  6 家族
＊申込多数の場合は抽選。抽選結果はハガキにてお知らせします。

参加費／ 1 家族 800 円
講師／野村  みどり先生
持ち物／エプロン・三角巾・ハンドタオル・子ども用上
履き・ゴムべら・めん棒・泡だて器・ハンドミキサー・
飲み物・筆記用具・持ち帰りの袋または箱　など

申込方法／ 8 月25日（水）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住所③電話番号④お子
さんの年齢⑤託児希望の有無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

矢板駅前カフェ矢板駅前カフェ

COFFEE4238

☎43-7207☎43-7207
テイクアウト予約テイクアウト予約

サンドイッチ（3 ～4 人前）　2,160 円
　…ハム野菜・フルーツサンド・フルーツ等

オードブル（3 人前）　3,240 円
　…特大エビフライ・ヒレカツ・からあげ・おつまみ等

♡通常のお弁当は
当日注文OK‼
♡左の商品は３日
　前までにご予約
　ください。
※写真はイメージです

ツーリング  COFFEE  SHOPツーリング  COFFEE  SHOP

　令和 3年 8月号 11※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなど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。
※イベントなどに参加される場合は、マスクの着用や自宅での検温など感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【ブドウ狩りに行こう！】●予※ 9月 8日（水）まで
日時／ 9月15日（水）9：30～11：00 内容／ブドウ狩り

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【おじいちゃん・おばあちゃんありがとう！】●予
　日時／ 9月 13 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／おじいちゃん・おばあちゃんに、気持ちを込め
てプレゼントを作りましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう！】●予
　日時／ 9月 2日（木）10：00 ～ 11：30
内容／木幡東地区交友会の方と遊びましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【ミニ！ミニ！運動会】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 9月 22 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／運動遊び（マットやトンネルなど）

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【PCクックワールド】●予
　日時／ 9月 9日（木）10：00 ～ 12：00
　内容／秋の風物詩 ～パリ・モンマルトルのぶどう収穫祭～
参加費／ 500 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【タオルエプロン作り】●予※ 4日前まで
　日時／ 9月 28 日（火）10：30 ～ 11：30
内容／洗顔用エプロンにもなります

やいたこども園　　　　　  　☎（４３）０４７０

【作って食べよう。新米おむすび。】●予
　日時／ 9月 7日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／お母さんに新米でおむすびを作っていただき、
　　召し上がってもらいます　参加費／親子で100円

こどもの森こころ保育園       　☎（４８）１９６６

【一緒にあそぼう】●予
　日時／ 9月 6日（月）10：00 ～ 11：00
　内容／ぶどう狩り　参加費／ 600 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 9月 13 日（月）10：00 ～ 11：00
　内容／親子で活動を楽しみます
【こあらくらぶ（2・3歳児対象）】●予
　日時／ 9月 3日（金）10：00 ～ 11：00
内容／親子で活動を楽しみます

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０
【覗いてみよう！園生活】●予
　日時／ 9月 2日（木）9：30 ～ 12：00
　内容／すみれのこと、何でも教えちゃいます。入園説明会
【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 9月 10 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子の運動遊び 参加費／300円
【お月見団子を作ろう！】●予
　日時／ 9月 21 日（火）10：00 ～ 11：30
内容／十五夜にちなんで、お月見ごっこ 参加費／300円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

　お気軽にご参加ください

　お子さんたちが自由に遊べる空間をご用意しています。
楽しみながらママも子どももお友達を作りましょう
日時／ 9月 1・8日（水）10：00 ～ 11：00

プチ・フレンド（認定こども園かしわ幼稚園）　☎（４３）５８３０

【タオルエプロン作り】●予※ 4日前まで
日時／ 9月 7日（火）10：30 ～ 11：30
内容／洗顔用エプロンにもなります

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

自由に遊べるおもちゃを用意しています。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／ 9月 6・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

　親子で一緒に遊んだり、お友だちを作ったり、ホッと
一息つきに来ませんか？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／ 9月 7・14・21・28日（火）10：00～ 11：30
【ホットルーム】
日時／ 9月 16・30 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

　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

つくしんぼひろば（つくし保育園） 　☎（４３）２４１１

　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
※園内・園庭を大開放 !!なんでもおしゃべりリラックスTime♡

【とびだせ！ぴこクラ】
　ぴっころ保育園からとび出し、P-BASE  NEO 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／ 9月 2・16 日（木）10：00 ～ 12：00
場所／ P-BASE  NEO（園東隣）

ぴっころクラブ（ぴっころ保育園） 　☎（４３）０２６６    


