
令和 4年 6月号10

　指先を使う作業や遊びは脳を刺激し、知育に効果的と
いわれています。自分だけのエコなうちわを作って、暑
い夏を乗り越えましょう！
日時／ 7 月 2 日（土）
　　　10：00 ～ 11：30
場所／泉公民館  集会室　　
対象／市内小学生　
参加費／ 300 円（材料費）　

講師／阿部  政子先生
申込方法／
　6月 23 日（木）までに電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

　各クラス連続の講座で、毎回内容が変わります。すべ
ての活動に参加できなくても大丈夫です。お気軽にお申
し込みください。

申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

日時／全 5回 場所／矢板公民館　
※④は片岡公民館（3館合同交流会）
対象・定員／小学生とその保護者 10 組　＊先着順
参加費／無料　＊材料費は実費負担
申込方法／ 6 月 21 日（火）までに、電話でお申し
　込みください。その際、
①参加者氏名（親と子）
②住所③電話番号④お子
さんの学校名・学年をお
知らせください。

日時 内容

① 7月 2日（土）
9:30 ～ 12:00

親子  絵本 de クッキング
　　  絵本に出てくるお菓子を作るよ！

② 7月24日（日）
9:30～12:00

子ども  夏休み宿題応援企画「絵画＆ポスター教室」
保護者  おしゃれなハーバリウム作り

③ 11月 6日（日）
10:00～ 12:00 親子  そば打ち体験　新そばを食べよう！

④ 11月27日（日）
10:00 ～ 11:30

子ども  AKICHI で遊ぼう
保護者  子どもの生活リズムを考えよう

⑤ 12月18日（日）
10:00～ 12:00

子ども  絵手紙で年賀状を出そう
保護者  1年間の思い出をラミネートブッキング

日時／全 4回　10:00 ～ 11:30 場所／矢板公民館　
対象・定員／未就学児とその保護者 10 組
＊託児付、先着順
参加費／無料　
申込方法／ 6 月 21日（火）
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
の有無をお知らせください。

日時 内容

① 7月 9日（土） 親子で体操　リフレッシュ＆平衡感覚を鍛えよう！

② 8月20日（土） 読み聞かせ＆ママやパパのおすすめ絵本を紹介！

③ 10月 8日（土） 人形劇＆ミニハロウィンパーティー

④ 12月11日（日） リトミック＆一年間の思い出をラミネートブッキング

　令和 4年 6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。

　　
赤ちゃんから就園前までのお子さんとお家の方が対
象。遊びながら相談もでき、ホッとできる場所です
　日時／7月5・12・19日（火）10：00～11：30　

ホットルーム（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

【脱水について学ぼう♪】
脱水の見分け方や対処法、予防方法を看護師が簡単に
レクチャーします♬　※筆記用具持参
日時／ 7月 13 日（水）10：00 ～ 11：00

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

　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／ 7月 6・13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

　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

親子で一緒に遊びながら、水遊びやシャボン玉で楽
しい時間を過ごしましょう

　日時／ 7月 4・11 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
※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／ 7月 14 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    

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【お祭りが始まるよ！】●予※ 7月 13 日（水）まで
　日時／ 7月 20 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／室内でお祭りごっこを楽しもう

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【リズムを楽しもう！】●予
　日時／ 7月 14 日（木）10：00 ～ 11：00
内容／いろいろなリズムを楽しみましょう（講師来園予定）

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【お水ジャブジャブ楽しいな】●予
　日時／ 7月 5日（火）10：00 ～ 11：00
内容／保育園の子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

【ペタペタ！トントン！これな～に？】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 7月 13 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／フィンガーフットペインティング

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３【夜空に夢を広げよう】●予
　日時／ 7月 7日（木）10：00 ～ 12：00
　内容／七夕飾りを作ろう 参加費／ 300 円
【ウォーターパラダイス】●予
日時／ 7月 16 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

【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 7月 8日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による未就園児向けの親子体操教室
参加費／ 300 円

【夏の暑さをふきとばそう！】●予
　日時／ 7月 22 日（金）10：00 ～ 11：30
内容／ダイナミックに水遊び　参加費／300円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【いずみっこクラブの夏祭り】●予
　日時／ 7月 25 日（月）10：00 ～ 11：30
内容／お祭り気分を味わって、ミニお祭りごっこを楽
しみましょう。うちわもつくります

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【もも組さんと一緒に遊ぼう】●予※ 4日前まで
　日時／ 7月 27 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／園庭で 2歳児クラスの園児と一緒に遊びます

やいたこども園　　　　　  　☎（４３）０４７０

【一緒にあそぼう】●予
　日時／ 7月 4日（月）10：00 ～ 11：00
　内容／お庭であそぼう　参加費／ 200 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 7月 11 日（月）10：00 ～ 11：00
　内容／ 親子で活動を楽しみます　参加費／ 200 円
【こあらくらぶ（2・3歳児対象）】●予
　日時／ 7月 8日（金）10：00 ～ 11：00
内容／ 親子で活動を楽しみます　参加費／ 200 円

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０


