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　那須高原の自然を感じながら、親子で動物と触れ合う
楽しいひと時を過ごそう！
日時／ 9 月 14 日（土）　9：00 矢板公民館出発
　　　　　　　　　　  15：30 矢板公民館到着（予定）
行先／那須どうぶつ王国
対象／市内在住の未就学児とその保護者
定員／ 25 組程度　＊申込多数の場合は抽選
※小学生の兄姉も参加可能です。
参加費／
　大人　 1,900 円（通常入園料 2,400 円）
　子ども　700 円（通常入園料 1,000 円）
※ 2歳以下無料

持ち物／飲み物、お弁当、レジャーシート、雨具など各
　自必要なもの
※園内にはレストランやバーベキュー施設もあります。
申込方法／ 8 月 18 日（日）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お子さんの年齢

　③住所   ④連絡先をお伝えください。
※抽選結果は、締め切り後、ハガキでお知らせします。
申込・問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　　　　＊月曜・祝日休館　

　交流会など年間を通じて楽しいイベントを行っています。
●「楽器手づくり体験」交流会
　楽器づくりにチャレンジ！大人も子どもも楽しめる簡
単な楽器づくりを行います。
　非会員の方の参加も大歓迎です。ぜひご参加ください。

日時／ 8 月 18 日（日）10：00 ～ 11：30
場所／きずな館  大会議室　　定員／ 20 人　＊先着順
参加費／ 300 円　　持ち物／はさみ
申込方法／ 8 月 13 日（火）までに、直接または電話で
　お申し込みください。
申込・問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００
　ファミリーサポートセンターでは、随時会員を募集して
います。空いている時間で、子育てサポートしませんか？
●会員数（令和元年 6月現在）…合計 304 人
 ・依頼会員 181 人　・提供会員 96 人　・両方会員 27 人

　9月 2日（月）から、新入園児の受付を開始します。
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、各園までお問い合わせください。

1 歳児保育 平成 30 年 4月 2日～平成 31 年 4月 1日生

2 歳児保育 平成 29 年 4月 2日～平成 30 年 4月 1日生

3 年保育 平成 28 年 4月 2日～平成 29 年 4月 1日生

2 年保育 平成 27 年 4月 2日～平成 28 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 31 日（土） 9：30 ～

認定こども園すみれ幼稚園
☎（４４）２３９０（末広町 2-1）

8 月 31 日（土）
9月 3日（火）

10：00 ～
10：00 ～

やいたこども園
☎（４３）０４７０（本町 8-13）

9 月 2 日（月）
7日（土）

10：30 ～
10：30 ～

外装のリフォームもお任せください！

お見積り、ご相談は ！お気軽にお問い合わせください。見積り ご相談は見 お気

のリフォ ムものリフォ ムもお

屋根、外壁の塗装工事・
修理をお悩みの方
雨漏りや建物の劣化で
お悩みの方　etc

早めの対策が
オススメです‼

　　令和元年 8月号 13

【おじいちゃんおばあちゃんへ♡】●予  ※9月4日（水）まで
　日時／ 9月 11 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／敬老の日にむけてハガキを作りましょう
　参加費／ 100 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【バスに乗ってでかけよう】●予  ※入館料自費
　日時／ 9月 26 日（木）9：00 ～ 11：30
　内容／大田原子ども未来館に出かけましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【まねっこ運動会！】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 9月 4日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／運動会ごっこを楽しみましょう

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 5日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／木幡東交友会の方と遊びましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

　お気軽にご参加ください

　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／ 9月 2・9・30 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
　※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
　※支援室と園庭を開放しています

つくしんぼ（つくし保育園） 　  　☎（４３）２４１１

【手遊び教室】
　日時／ 9月 11 日（水）10：30 ～ 11：30
　対象／ 0～ 3歳児

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

　子育てについて話したり、情報交換をしてお友だちを
作りませんか？
【ベビーホット】※よちよち歩きまでのお子さん限定
　日時／ 9月 10 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
　日時／ 9月 5・12・26 日（木）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4・11日（水）10：00～ 11：30

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
　※園内・園庭を開放しています。子育て相談受け付けています
【とびだせ！ぴこクラ】
　親子のワクワクタイム。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 12・26 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    

【Pクルーザー 888 に乗って出かけよう 3】●予
　日時／ 9月 4日（水）9：30 ～ 14：30
　内容／おもちゃ博物館に行こう！　参加費／ 800 円
【PCクックワールド】●予
　日時／ 9月 20 日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／身近だね！ポルトガルeat♥いいと♥eat  ～素敵な
　　アンブレラ・スカイプロジェクトにつつまれて～
　参加費／ 500 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【作って食べよう。新米おむすび】●予  
　日時／ 9月 10 日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／お父さん・お母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／ 1組 100 円

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【入園説明会（0歳～未就園児対象）】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 9月 2日（月）・7日（土）10：00 ～ 11：30
　内容／新しくなった園舎をぜひ見に来てください。
　※お子さんには、お土産もあります

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【こども園ってどんなところ？】
　日時／ 9月 3日（火）10：00 ～ 11：45
　内容／入園の前に、園について知りたいことはありますか？
【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 9月 20 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子体操教室
　参加費／300円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【一緒にあそぼう（未就園児対象）】●予
　日時／ 9月 9日（月）10：00 ～ 11：30
　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 2日（月）10：00 ～ 12：30
　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・3歳児対象）】●予
　日時／ 9月 6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

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０




