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No.847 令和３年（２０２１年）６月１０日

書友会（書道教室）会員募集
腹火曜日（月４回）　午前１０時～
正午　複八條公民館和室１　淵
初歩から楷書・行書・草書で作品
作り　講師　土

ど

井
い

光
みつ

子
こ

さん　弗
硯、筆　沸３，０００円　物坂本☎
９９９－２１３７
ひとりで悩まずＹＳＫに　会員
募集　
腹毎月第４日曜日　午後２時～４

時　複やしお生涯楽習館　覆精
神障がい者の家族　淵悩み、制
度の利用などについての交流・
学習　沸年会費３，０００円　物髙
波☎０９０－２９１２－１９７４
スマホマイスター検定～スマホ
の相談員になろう！～
腹６月２７日㈰　午後１時３０分～４
時３０分（受付＝午後１時１５分～）　
複八潮メセナ・アネックス　覆
２０歳以上の方（学生不可）　淵
講習と実技　弗筆記用具　払１５
人　沸教材費１，０００円　物今北

☎０７０－４２００－５３４９
書友会（ペン習字）会員募集
腹毎月第１・３木曜日　午前９時３０
分～１１時３０分　複やしお生涯楽
習館セミナー室４　淵手書きの
良さに触れる　講師　土

ど

井
い

光
みつ

子
こ

さん　弗ボールペン、１０マスのノ
ートなど　沸月会費２，０００円、３００
円（プリント代）　物謝☎９９９－
２１３７
ぴよっこサークル会員募集
腹毎週木曜日　午前１０時～１１時
３０分　複文化スポーツセンター

講堂　覆０～４歳までの子どもと
保護者　淵季節のイベント、工
作、運動遊びなど　沸月２００円　
物庄司☎０９０－４８８６－６８８９
やさしいバレエの体験
腹６月１６日㈬・２３日㈬　午後５時
～６時３０分　複草加市中央公民
館　覆３歳～小学生　淵子ども
向けの楽しい曲に合わせて踊る　
講師　矢

や

島
じま

みどりさん　弗タオ
ル、飲み物　払３０人　沸無料　
物金丸☎０８０－６８９０－９３７７

840伝言板

　八幡図書館は、大規模改修工
事に伴い、７月１日から令和４年３
月３１日まで休館します。休館中
は、ブックポストも利用できま
せん。このため、一部の市内公

共施設に、予約図書のみ貸し出
しができる臨時の窓口を設置し
ます。
※電話、図書館ホームページま
たは八條図書館で予約された図
書のみ貸し出します。
※借りた図書などは、八條図書
館または駅前出張所図書窓口に
返却してください。
物八幡図書館☎９９５－６２１５（休
館中も電話は通じます）

○臨時の予約図書貸出窓口
期間：８月３日㈫～令和４年２月２５日㈮　午前１０時～正午
※施設の休館日は除く

施設 曜日
資料館 火曜日
やしお生涯楽習館 水曜日
八潮メセナ 木曜日
文化スポーツセンター 金曜日

※�図書の予約がないときは、窓
口をお休みします。また、施
設の事業の実施状況によっ
ては、お休みする場合があり
ます。詳しくは、八幡図書館
へお問い合わせください。

八幡図書館休館中における臨
時の予約図書貸出窓口の設置

教育委員会
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図書館だより図書館だより
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　新しく入った両館所蔵の図書の一部を紹介します。
■児童書  
「ちいさなこえがみらいをかえ
る！」
アンドレア・ベイティー　作
「へんしんどうぶつえん」

あきやまただし　作・絵

■７月の休館日  
八條図書館　毎週月曜日
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、２２日㈷・２３日㈷
八幡図書館は、７月１日から令和４年３月３１日まで休館します。
物八條図書館☎９９４－５５００、八幡図書館☎９９５－６２１５

■７月の上映会の日  
○八條図書館
▼�児童向け＝２５日㈰　午後２時～
▼�一般向け＝１１日㈰　午後２時～

※上映内容など、詳しく
は図書館ホームページを
ご覧ください。

子育てひろば だいばら児童館（わんぱる）☎９９９－０３２１

やしお子育てほっとステーション  ☎９５１－０２８５
●ファミリー・サポート・
センター
腹月～土曜日（祝日を除く）
午前９時３０分～午後４時３０分
覆おおむね生後６カ月から
小学校６年生までのお子さ
んがいる方
◆入会説明会
腹１０日㈯　午後１時～２時
覆お子さんがいて援助を希
望する方、援助ができる方
◆提供会員講習会

腹１０日㈯　午後２時～４時
覆援助ができる方
●ホームスタート
腹月～金曜日　午前１０時～
午後４時
覆就学前の子育て親子
●駅前子どもの相談窓口
（保育士相談）
腹１３日㈫　午前１０時～１１時
３０分
覆おおむね３歳未満の児童
と保護者

※内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。

時間　午前９時～午後５時
休館日…水曜日
▼毎週月・火・金曜日　午
前１１時３０分～＝ちゅうりっ
ぷリズム　淵体操、ふれあ
い遊びなど
▼毎週木曜日　午前１０時～
正午＝ボールプール
▼毎週土・日曜日、祝日　
午前中＝電車で遊ぼう
（小学生向けイベント）
▼毎日午後４時～＝チャレ
ンジランキング「輪ゴムと
ばし」

▼３日・１０日・１７日・２４日（各
土曜日）　午後２時３０分～＝
なかよしひろば
（夏休みイベント）
▼２７日㈫＝忍者スライム▼
２９日㈭＝ドッチビーで遊ぼ
う▼３０日㈮＝紙コップ飛行
機づくり
時間　午後２時３０分～
覆小学生、保護者同伴の幼
児
払各１０人（申込順）
仏窓口または電話で児童館
へ

掲載したイベントは、中止・変更になる場
合があります。詳しくは、各ひろば・だい
ばら児童館にお問い合わせください。月子育て情報コーナー７

名称 場所 日時 主な事業
①やわた
子育てひろば
☎９９８－７４２１

保健センター
月～木
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝応相談▼七夕かざり＝５日㈪～７日
㈬　午前１０時～、午後１時～▼タッチケア＝８日
㈭　午前１０時～

②はちじょう
子育てひろば
☎９４９－６８８７

八條公民館
火～金
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝６日㈫～９日㈮　午前１０時～▼栄養
相談＝１６日㈮　午前１１時～▼夏祭りごっこ＝２７
日㈫～２９日㈭　午前１０時４５分～

③ゆまにて
子育てひろば
☎０７０－３３５０－

１２９７

ゆまにて
火～金
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝毎週金曜日　午前１０時～▼七夕飾
りづくり＝水・木曜日　払１５組（先着順）※定員
に達し次第終了▼子どもの発達相談＝２１日㈬　
午前１０時～

④楽習館
子育てひろば
☎９９５－３０３５

やしお
生涯楽習館

月・水・木・金
午前１０時～
午後３時

▼身体測定＝７日㈬～９日㈮　午前１０時～▼小麦
ねんどあそび＝１５日㈭　午前１１時～▼栄養相談
＝１９日㈪　午前１１時～

⑤だいばら
子育てひろば
☎９９６－３８３９

だいばら
児童館

月・火・木・金
午前９時～
正午

▼身体測定＝１日㈭・２日㈮・５日㈪・６日㈫　午前
１０時～▼ボランティアお話し会＝５日㈪・１９日㈪　
午前１１時～▼ポンポン鳴子づくり＝８日㈭・９日
㈮　午前１１時～

⑥おおぜのもり
子育てひろば
☎９５１－３２１６

みつもり
保育園

月～金
午前１０時３０分～
午後３時３０分

▼身体測定＝２８日㈬～３０日㈮　午前１１時～、午
後２時～▼七夕かざりづくり＝２日㈮　午前１０時
３０分～キットを配布　払２０組（先着順）※定員に
達し次第終了▼ボランティアお話し会＝２１日㈬　
午前１１時３０分～

⑦駅前
子育てひろば
☎９５１－０２８５

やしお子育て
ほっと

ステーション

毎日
午前１０時～
午後４時

▼身体測定＝１９日㈪～２１日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼あかみみおんがくコンサート＝７日㈬　
午前１１時～▼お話し会＝１４日㈬・２８日㈬　午前
１１時～

※各ひろばへのご来場は公共交通機関をご利用ください。
７月の休館日：２２日㈷・２３日㈷＝①～⑥


