
平成 29 年 8月号14

　9月 1日（金）から、新入園児の受付を開始します。
該当する園児／

※ 1歳児からお預かりします。

入園説明会／

※詳しくは、各幼稚園までお問い合わせください。

1 歳児保育 平成 28 年 4月 2日～平成 29 年 4月 1日生

2 歳児保育 平成 27 年 4月 2日～平成 28 年 4月 1日生

3 年保育 平成 26 年 4月 2日～平成 27 年 4月 1日生

2 年保育 平成 25 年 4月 2日～平成 26 年 4月 1日生

　オリジナル宝箱作りに挑戦しませんか？講師の先生の
アドバイスを受けながら、小さなお子さんでも作れます。
自分だけの素敵な宝箱をデコレーションしましょう！親
子での参加も大歓迎です。
日時／ 9月 16 日（土）
　　　10：00 ～ 12：00（予定）
場所／泉公民館 集会室
対象／
　市内の未就学児、小学生および
　保護者　＊児童のみの参加も可
定員／ 30 人　＊先着順

参加費／ 400 円（材料費）　＊当日集めます。
講師／樋口　ひとみ先生
必要なもの／各自で使いたいパーツ、飲み物、筆記用具
＊デコレーション素材はこちらでご用意しますが、使い
　たい素材があれば各自お持ちください。
申込方法／
　9月 6日（水）までに、電話でお申し込みください。
その際、参加人数と作成する箱の個数をお伝えください。
（保護者の制作は任意、同伴のみの場合は無料です。）
申込・問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館

　市ホームページにも完成サンプ
ルを複数掲載していますので、参
考にご覧ください。

　郷土資料館では、あい染めの原料「タデアイ」を栽培
しています。この原料を使って、白い布に葉の模様のた
たき染め体験をしてみませんか？（※布全体の染色まで
は行いません。）
日時／ 8月 26 日（土）10：00 ～ 12：00
場所／郷土資料館 体験学習室
対象・定員／小学生以上 20 人　＊先着順
参加費／ 100 円（保険料）　＊当日集めます。
持ち物／たたき染めをしたい白い布（ハンカチ・Tシャツなど）
申込方法／
　8月 25 日（金）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／郷土資料館　☎（４３）０４２３

　太陽光発電の仕組みを学びながら、太陽光を使ったお
もちゃを作りましょう。
日時／ 8月 6日（日）9：30 ～ 12：00
場所／エコモデルハウス
対象・定員／小学生以上 10 人　＊先着順
参加費／参加者 800 円（材料費、保険料、ソフトクリーム代）
　　　　保護者 200 円（保険料、ソフトクリーム代）
　　　　＊当日集めます。
申込方法／
　8月 5日（土）までに、電話でお申し込みください。
申込・問い合わせ／
　エコモデルハウス　☎（４０）０６６１

施設名 日時 連絡先

かしわ幼稚園 8 月 26 日（土）
9：30 ～

（４３）５８３０
荒井 432-1

矢板認定こども園 8 月 31 日（木）
10：00 ～

（４３）０４７０
本町 8-13

認定こども園
すみれ幼稚園

9 月 2 日（土）
9：30 ～

（４４）２３９０
末広町 2-1
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参加費記載なし…無料

【おじいちゃん・おばあちゃん、ありがとう】●予
　日時／9月15日（金）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
　　　　プレゼントをつくりましょう。

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【ぶどう狩りに行こう！】●予  ※ 8/6 まで
　日時／9月6日（水）10：00～11：00
　内容／キャンベル狩り。　＊詳細はお電話にてお知らせします。

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【おじいちゃんおばあちゃんと遊ぼう】●予
　日時／9月7日（木）10：00～11：30
　内容／木幡地区シニアクラブの方とあそびましょう。

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【一緒にあそぼう】●予
　日時／9月11日（月）10：00～11：30
　内容／ふどう狩り　参加費／600円
【ぱんだくらぶ（1歳児対象）】●予
　日時／9月4・25日（月）10：00～11：30
　内容／プチ入園（親子で登園、給食試食）　参加費／600円
【こあらくらぶ（2歳児対象）】●予
　日時／9月1・8・22日（金）10：00～12：30
　内容／プチ入園（親子で登園、給食試食）　参加費／600円

かしわ幼稚園　 　　　　    　  ☎（４３）５８３０

【水あそび】●予
　日時／9月12日（火）10：00～11：00
　内容／園のプールに入ります。　対象／０～３歳のお子さん
【運動会ごっこ】●予
　日時／9月19日（火）10：00～11：00
　内容／楽しく体を動かしましょう！
　対象／1～ 3歳のお子さん

矢板認定こども園 　　   　　   ☎（４３）０４７０

【ようこそ！こども園へ】●予
　日時／9月2日（土）9：30～12：30　参加費／200円
　内容／ちびっこ探検隊の大冒険。
　　　　9：00～入園説明会。11：30～給食試食会。
【おいしくなぁ～れ！】●予
　日時／9月7日（木）10：00～11：30　参加費／200円
　内容／ころころ丸めて、お団子作ろう。
【おいしいぶどうをみ～つけた！】●予
　日時／9月20日（水）10：00～11：30　参加費／700円
　内容／バスに乗って、でかけよう。
【ベビーダンス】●予
　日時／9月21日（木）10：00～11：30　参加費／300円
　内容／赤ちゃんを抱っこしてエクササイズ

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

　子育てについての相談を随時受け付けています。
　日時／9月4・11・25日（月）10：00～11：30

ほのぼのランド（泉保育所）    　☎（４３）０４３５

　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

　お気軽にご参加ください。

【楽しくたべよう　栄養士さんのお話】●予  ※ 9/6まで
　日時／9月13日（水）11：00～12：00
　内容／保育園の給食を食べてみよう。
　対象／1歳以上の未就学児　　参加費／600円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【PCクックワールド】　●予
　日時／9月8日（金）10：00～12：00　参加費／500円
　内容／オーガニック大国のドイツ「Bio Fach」
【Pクルーザー888に乗って出かけよう②】　●予
　日時／9月22日（金）10：00～12：00
　内容／宇都宮動物園へ出かけよう。　参加費／1,000円

ぴっころ保育園　　  　　　　☎（４３）０２６６

　日時／平日10：00～15：00
つくしんぼ（つくし保育園） 　  　☎（４３）２４１１

日時／平日10：00～15：00
【とびだせ！ぴこクラ】
　ぴっころ保育園をとびだして、矢板児童館でお待ちし
ています。
　日時／9月14日（木）10：00～12：00
　場所／矢板児童館

ぴっころクラブ（ぴっころ保育園） 　☎（４３）０２６６    

【ホットルーム】
　日時／9月6・13・27日（水）10：00～11：30
【ベビーホット（0歳～よちよち歩きのお子さん限定）】
　日時／9月14・21・28日（木）10：00～11：30
　※毎週土曜日は園庭を開放しています。
　※随時子育て相談を受け付けています。

ホットルーム・ベビーホット（すみれ幼稚園）　☎（４４）２３９０

　お子さんたちが自由に遊べる空間をご用意しています。
　日時／9月6・13・20日（水）10：00～11：30

プチ・フレンド（かしわ幼稚園）　☎（４３）５８３０

【ふじ組さんと一緒に遊ぼう】
　日時／9月5日（火）10：00～11：00
　対象／0～ 3歳のお子さん
【手形足型アートでオリジナルランチマットづくり】●予
　日時／9月26日（火）10：00～11：00
　対象／ 0～ 3歳のお子さん

エンジェル（矢板認定こども園 ）    ☎（４３）０４７０

【作って食べよう、新米おむすび】●予  
　日時／ 9月 12 日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／おかあさんに新米でおむすびを作ってもらい一緒
　　　　に食べましょう。
　参加費／ 100 円（親子）

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６




