
令和 4年 9月号10

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・入園申込／
　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18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 5年 1月中旬
　承諾（正式決定）の通知 : 令和 5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 22日（木）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。

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（水）10：00～16：00 泉 429 番地 ☎（４３）０４３５

私立

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

ぴっころ保育園 10月18日（火） 9：00～17：00 富田 530 番地 4 ☎（４３）０２６６

つくし保育園 10月19日（水） 8：30～17：30 木幡 289 番地 ☎（４３）２４１１

かたおか保育園 10月21日（金） 9：00～17：00 乙畑 1439 番地 ☎（４８）０９５１

矢板保育園 10月22日（土）10：00～15：00 木幡 1552 番地 1 ☎（４３）００３３

こどもの森保育園 10月26日（水）10：00～15：00 石関 1204 番地 1 ☎（４８）１９３４

こどもの森こころ保育園※ 10月27日（木）10：00～15：00 石関 1181 番地 5 ☎（４８）１９６６

　リズム人形やハロウィンパーティーも行います！ぜひ
親子で遊びにきてね！
日時／ 10 月 8 日（土）10：00 ～ 11：30
場所／矢板公民館  和室
対象・定員／幼児と保護者 5組程度　＊先着順、託児付
参加費／ 100 円　※当日集めます。
講師／人形劇サークル  たんぽぽ
申込方法／9月21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（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　
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

【HAPPY  HALLOWEEN】●予※ 10 月 12 日（水）まで
　日時／ 10 月 19 日（水）9：30 ～ 11：00
内容／仮装してパーティーを楽しもう

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【さつまいも掘りをしよう！】●予
　日時／ 10 月 27 日（木）10：00 ～ 11：00
内容／大きいおいも・小さいおいも…どんなおいもが
掘れるかな？

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【森の運動会にようこそ！みんなでヨーイドン！】●予
　日時／ 10 月 8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

【クシャクシャ！ビリビリ！大変身】●予※ 5日前まで
　日時／ 10 月 19 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 7日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／玉入れ・かけっこ・親子競技など楽しもう
参加費／ 300 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【ハロウィンパーティーに遊びに来てね】●予
　日時／ 10 月 28 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／可愛い衣装も大歓迎 参加費／ 300 円
【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 10 月 14 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

【音を聞いてみよう】●予
　日時／ 10 月 24 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／ペットボトルマラカスを作ったり、いろいろな
楽器を鳴らして楽しみましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【Let’s ハロウィン仮装パーティー！】●予※ 4日前まで
　日時／ 10 月 26 日（水）10：00 ～ 10：45
　内容／親子・先生たちみんなでハロウィン仮装パーティー
をしませんか？ゲームやインスタ映え撮影会など楽し
いこといっぱいです　※仮装してご参加ください

やいたこども園　　　　　  　☎（４３）０４７０

【一緒にあそぼう】●予
　日時／ 10 月 17 日（月）10：00 ～ 11：00
　内容／運動あそび　参加費／ 200 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 10 月 24 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／ 10 月 14・21 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

　　
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／10月 4・11・18・25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

【ベビーマッサージ体験】
　日時／ 10 月 5日（水）10：00 ～ 10：45
　対象／生後 1カ月からハイハイ前までの赤ちゃん
※バスタオル1枚・赤ちゃんの飲み物を持参。参加は動きやす
い服装で。予防接種後72時間以内の場合はご遠慮ください

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／ 10月 5・12・19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／ 10 月 3・17・31 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／ 10 月 13・27 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／サッカー（少年女子）
開催日／ 10 月 3日（月）～ 6日（木）
会場／緑新スタジアム YAITA( 矢板運動公園陸上競技場 )・矢板運動公園サッカー場




