
令和 3年 9月号12

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）申込／
　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19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 : 令和 4年 1月中旬
　承諾（正式決定）の通知 : 令和 4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月 24日（金）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。

　9・10 月に次の小中学校で運動会が開催予定です。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、例年ご招
待している、来年度小学校に入学予定のお子さんやお近
くにお住いの高齢者の方などへのご案内は見合わせてお
りますので、ご了承ください。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

学校名 日にち 問い合わせ

片岡中学校 9月 22 日（水） ☎（４８）０４１０

豊田小学校

9月 25 日（土）

☎（４３）０３３２

泉小学校 ☎（４３）０４０４

乙畑小学校 ☎（４８）０６１０

矢板小学校

10 月 23 日（土）

☎（４３）００４３

東小学校 ☎（４４）２５１５

川崎小学校 ☎（４３）０２６５

片岡小学校 ☎（４８）０５１０

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月19日（火）10：00～16：00 泉 429 番地 ☎（４３）０４３５

私立

こどもの森保育園 10月14日（木）10：00～18：00 石関 1204 番地 1 ☎（４８）１９３４

こどもの森こころ保育園※ 10月15日（金）10：00～18：00 石関 1181 番地 5 ☎（４８）１９６６

矢板保育園 10月16日（土）10：00～15：00 木幡 1552 番地 1 ☎（４３）００３３

ちゅーりっぷ保育園 10月18日（月） 9：00～17：00 中 150 番地 389 ☎（４４）０７６３

ぴっころ保育園 10月19日（火） 9：00～17：00 富田 530 番地 4 ☎（４３）０２６６

つくし保育園 10月20日（水） 8：30～17：30 木幡 289 番地 ☎（４３）２４１１

かたおか保育園 10月20日（水） 9：00～17：00 乙畑 1439 番地 ☎（４８）０９５１

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

手作りお料理
日替り弁当・牛すじカレー
タコライス・ナポリタン
からあげ・オードブル
パフェ・あんみつ  etc…

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

　令和 3年 9月号 13※新型コロナ感染症拡大防止のため、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

【どんな味かな？】●予※ 10 月 13 日（水）まで
　日時／ 10 月 20 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／お友だちと一緒に離乳食を食べましょう

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【ハロウィンパーティーへようこそ】●予
　日時／ 10 月 25 日（月）10：00 ～ 11：30
内容／変身ごっこやミニゲームをして、お菓子をゲットしよう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【さつまいも掘りをしよう！】●予
　日時／ 10 月 21 日（木）10：00 ～ 11：30
内容／どんなお芋が掘れるかな？

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【ちぎって丸めて…】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 10 月 20 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／新聞紙遊び

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【運動会ごっこで元気！元気！】●予
　日時／ 10 月 8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

【園庭開放】●予※ 4日前まで
　日時／ 10 月 27 日（水）10：30 ～ 11：30
内容／入園相談随時受付中

やいたこども園　　　　　  　☎（４３）０４７０

【森の運動会にようこそ！みんなでヨーイドン！】●予
　日時／ 10 月 9日（土）10：00 ～ 11：00
内容／森の運動会を見学して、かけっこに参加していただきます

こどもの森こころ保育園       　☎（４８）１９６６

【一緒にあそぼう】●予
　日時／10月25日（月）10：00～ 11：00　※雨天順延
　内容／おいもほり　参加費／ 600 円　
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 10 月 18 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／ 10 月 8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
【運動会に遊びにおいでね】
　日時／ 10 月 2日（土）※時間は直接お問い合わせください
　内容／親子でよーい・ドン！
【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 10 月 15 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
【ハロウインパーティーにおいでね】●予
　日時／ 10 月 29 日（金）10：00 ～ 11：30
内容／素敵な仮装で楽しもう 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／ 10月 6・20・27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

【園庭開放】●予※ 4日前まで
日時／ 10 月 6日（水）10：30 ～ 11：30

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／ 10 月 4・11・18 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／10月 5・12・19・26日（火）10：00～ 11：30
【ホットルーム】
日時／ 10 月 7・21 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／ 10 月 14・28 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    


