
令和 4年 8月号8

日時／ 8 月 20 日（土）10：00 ～ 11：00
場所／矢板公民館  和室
定員／幼児と保護者 5組程度　＊先着順、託児付き
参加費／無料
持ち物／おすすめの絵本や好きな絵本を 1～ 2 冊お持
ちください。

申込方法／ 8 月 16 日（火）までに、電話でお申し込み
ください。その際に、①参加者氏名（親と子）②住所
③電話番号④お子様の年齢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

日時／ 9 月 11 日（日）9：00 ～ 12：00
場所／片岡公民館  コミュニティホール
対象・定員／市内在住小学生  10 人　＊保護者の見学可
※申込多数の場合は抽選。結果はハガキでお知らせします。
参加費／無料
講師／江連  政行氏
　　  （那珂川町ケーブルTVカメラマン・ドローン操縦士）
持ち物／筆記用具
申込方法／ 8 月 25 日（木）までに、窓口または電話で
お申し込みください。

申込・問い合わせ／片岡公民館　☎（４８）０１０１
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館　

　9月 1日（木）から、新入園児の申込受付を開始します。
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 3年 4月2日 ～ 令和 4年 4月1日生

2 歳児保育 令和32年 4月2日 ～ 令和 3年 4月1日生

3 年保育 平成31年 4月2日 ～ 令和32年 4月1日生

2 年保育 平成30年 4月2日 ～ 平成 31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 27 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（金）10：00～

やいたこども園
☎（４３）０４７０（本町 8-13） 9 月 1 日（木）随時受付

　令和 4年 8月号 9

　　
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／ 9月 6・13・20・27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

【お茶会♪保護者同士の情報交換の場】
　相談事、園選びなどを話しながら保護者同士でほっ
と一息つきませんか？
日時／ 9月 14 日（水）10：00 ～ 10：45
※キッズスペース（保育士 1人）を用意しています

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／ 9月7・14・21・28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

親子で一緒に遊んだり、おしゃべりをしたりして楽
しい時間を過ごしましょう

　日時／ 9月 5・26 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

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【おじいちゃんおばあちゃん大好き♡】●予※9月7日（水）まで
　日時／ 9月 14 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／写真入りハガキを作って送ろう
参加費／ 100 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう！】●予
　日時／ 9月 1日（木）10：00 ～ 11：00
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  

【作って食べよう。新米おむすび】●予
　日時／ 9月 6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

【ゴロン！ゴロン！ママ、タッチ！】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 9月 21 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／マットやトンネルでの運動遊び

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（金）10：00 ～ 12：00
　 内容／「ボルドーのブドウ畑でつかまえて」
　　　　澄んだ空気と太陽の恵を感じよう
参加費／ 500 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【幼稚園ってどんなところ？】●予
　日時／ 9月 2日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／知って納得！入園説明会 参加費／ 300 円
【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 9月 9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

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【いずみっこクラブの運動会】●予
　日時／ 9月 12 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／室内で、かけっこやボール入れなど、運動会 
を楽しみましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【ふじ組さんと一緒に遊ぼう】●予※ 4日前まで
　日時／ 9月 28 日（水）10：00 ～ 10：45
内容／園庭で 1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／ 9月 12 日（月）10：00 ～ 11：00
　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 26 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／ 9月 9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

　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 8・22 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    

※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。

正式競技／軟式野球（成年男子）
開催日／ 10 月 7日（金）
会場／矢板運動公園野球場


