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No.852 令和３年（2０2１年）１１月１０日

第４回方言漢字サミット� �
～“埼”玉から発信する漢字と地
域の文化！～
腹１１月２３日㈷　午後２時～４時３０
分　複八潮メセナ・アネックス
（Zoomによるオンライン配信
を併用）※オンラインで参加す
る場合、事前の登録（「垳」を守
る会ブログ参照）が必要　淵漢

字の地域性を考察し、身近な地
名や地域文化の意義とまちづく
りを考える　講師＝笹

ささ

原
はら

宏
ひろ

之
ゆき

さ
ん（早稲田大学教授）ほか　沸
無料　物八潮の地名から学ぶ会
・昼間☎０９０－４３８９－４８９５
ミニテニスヤシオ会員募集
腹毎週月・金曜日　午後６時３０分
～９時　複文化スポーツセンタ
ー　淵テニスを通して楽しく体
力づくり　弗運動ができる服装、
運動靴　沸月会費１，５００円　物

石井☎０９０－２５６５－６９１８
晩秋の中川・八条で野鳥を探し
ましょう！
腹１１月２３日㈷　午前９時～正午　
複八潮団地バス停　覆小学生以
上　淵親水公園～中川水門、土
手で樹林の鳥や水鳥の群れを観
察　講師＝綱

つな

藤
ふじ

敏
とし

郎
ろう

さん　弗筆
記用具、あれば双眼鏡　沸保険
代１００円　物埼玉県生態系保護
協会草加・八潮支部・菅☎０４８－
９４２－００３６

840伝言板
　こちらのコーナーは、市
民の皆さんから寄せられた
サークル・団体などの会員
募集や、催しの案内を掲載
しています。
仏掲載希望月の前月５日ま
でに、広報やしお８４０伝言
板掲載依頼書（秘書広報課
または市ホームページで入
手）を、窓口、郵送、ファク
スまたは電子メールで秘書
広報課（☎奮３７３）へ

８４０伝言板の掲載について

　市内の小中学校では、令和３
年４月より、小学校１年生から中
学校３年生までのすべての子ど
もたちにノートパソコンを配付
し、１人１台の端末を活用した新
たな学習をスタートしています。
　このノートパソコンには、個
別最適な学びを行うためのドリ
ル学習ソフト「ｅライブラリ」
と、協働的な学びを行うための
協働学習ソフト「スクールタク
ト」をそれぞれ導入しました。
　授業や授業外で使用する環境
の整備を行うことにより、子ど
もたちが自分で学ぶ力を育成す

るとともに、授業のＩＣＴ化を図
っていきます。
　なお、ノートパソコンを家庭
に持ち帰り活用することは、令
和４年度からとなりますが、新
型コロナウイルス感染拡大の影
響を踏まえ、段階的に対応でき
るよう、各学校で準備を進めて
います。

１人１台のノートパソコン
「C

ク ロ ー ム ブ ッ ク

hromebook」を活用した授業

教育委員会
らこ ち

図書館だより図書館だより

■一般書  
「楽園のアダム」

周
しゅう

木
き

律
りつ

　著
「魂を撮ろう　ユージン・ス
ミスとアイリーンの水俣」

石
いし

井
い

妙
たえ

子
こ

　著

　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  
「５さいからはじめるしょう
ぎ」

杉
すぎ

本
もと

昌
まさ

隆
たか

　監修
「ポッポポーン」

たまむらさちこ　著

■１２月・年末年始の休館日  
八條図書館　毎週月曜日　１２月２９日㈬～令和４年１月４日㈫
駅前出張所図書窓口　毎週土・日曜日、１２月２９日㈬～令和４年１月３日㈪
※八幡図書館は改修工事のため、令和４年３月３１日まで休館
物八條図書館☎９９４－５５００、八幡図書館☎９９５－６２１５

■１２月の上映会の日  
○八條図書館
▼児童向け＝１２日㈰　午後２時～
▼一般向け＝２６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。

物学校ＩＣＴ推進課☎奮８７２
授業の様子

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（年末年始を
除く）　午前９時３０分～午後
４時３０分
覆生後おおむね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４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
●ホームスタート
腹月～金曜日（年末年始を
除く）　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
（子どもの発達相談）
腹１４日㈫　午前１０時～１１時
３０分
覆おおむね３歳に達する児
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…毎週水曜日、１２月
２９日㈬～令和４年１月３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、祝日の
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「紙ちぎ

りのばし」
▼毎週土曜日　午後２時３０
分～＝なかよしひろば
（冬休みイベント）
▼２３日㈭＝光るスライム▼
２４日㈮＝コマづくり▼２７日
㈪＝風船バレーで遊ぼう　
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12

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▼ボランティアお話し会＝
２日㈭　午前１１時～▼クリスマスリースづくり
＝１５日㈬　午前１０時～、午後１時～　払２０組（先
着順）

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＝７日㈫～１０日㈮　午前１０時～▼バ
ルーンアート＝３日㈮　午前１１時～▼クリスマ
ス飾り作り＝１４日㈫～１６日㈭　午前１０時～

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～▼クリス
マスツリーアート＝木曜日　払毎週５組（先着
順）▼バルーンアート＝２２日㈬　午前１０時３０分
～

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＝１日㈬～３日㈮　午前１０時～▼クリ
スマスを楽しもう＝８日㈬～１０日㈮　午前１０時
～▼バルーンアート＝１７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＝２日㈭・３日㈮・６日㈪・７日㈫　午前
１０時～▼ボランティアお話し会＝６日㈪・２０日㈪　
午前１１時～▼サンタポストづくり（要予約）＝９
日㈭・１０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＝２３日㈭・２４日㈮　午前１１時～、午後
２時～▼子どもの発達相談＝１日㈬　午前１０時３０
分～▼クリスマスかざりづくり＝１０日㈮　午前
１０時３０分からキットを配布　払２０組（先着順）

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＝２０日㈪～２２日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼お話し会＝１日㈬・８日㈬・１５日㈬　午
前１１時～▼クリスマス会＝２４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。
※年末年始の休館日：２９日㈬～令和４年１月３日㈪＝①～⑦


