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No.853 令和３年（２０２１年）１２月１０日

みんなで楽しいクリスマス会
腹１２月１８日㈯　午前１０時～正午　
複八潮メセナ会議室　覆中学生
まで　淵マジックショー、ひょ
うたん絵付、わなげ、駄菓子つか
みなど※持ち帰り用の食事とお
土産あり　弗持ち帰り用の袋　
沸無料　物子ども食堂ほっぺ・
木村☎０９０－８０４３－２７５９

埼玉県年金協会越谷支部 
八潮分会　会員募集
覆年金受給者および加入者　淵
グラウンドゴルフ、ウォーキン
グ、ゴルフほか９つのサークルを
通して友だちづくりと健康づく
りを図る　沸年会費２，７００円　
物会田☎９９６－２３４１
健康太極拳会員募集
腹毎週月・木曜日　午後１時３０分
～３時　複やしお生涯楽習館　
淵楊
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　沸入会金１，０００

円、月会費月・木曜日各２，０００円
※無料体験あり　物ワンダフル
太極拳・久保　☎０９０－５３３６－
１２６７
スカウト・リーダー募集
覆年長から中学生まで　淵自然
中で野外活動など　沸入会金
５，０００円、年間登録料５，５００円、団
費・隊費月額１，５００円※活動によ
って別途徴収します。　物ボー
イスカウト八潮第１団・雨宮　☎
０９０－４７０４－３００４

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

　市では、児童生徒の学習意欲
の高揚を図るため、学校元気プ
ラスワン「みんなで学ぼうジョ
イスタ」（土曜勉強会）を開催
しています。「ジョイスタ」とは、
英語のＪｏｙ（喜び）とＳｔｕｄｙ（勉
強）を掛け合わせた言葉です。
　９月には「特別授業」として、英
語検定対策講座を企画し、これ
までで一番多い７８人の応募があ
りました。緊急事態宣言期間の
延長に伴い、集合による講座は
中止となりましたが、面接試験
対策のみオンラインで実施しま
した。オンライン講習に参加し

た児童生徒からは、「英語を話
すことは得意ではないが、ＡＬＴ
の先生ととても楽しく会話を交
わすことができ、自信が持てた」
「オンラインで緊張したが、面
接のコツや試験の雰囲気が分か
ったので、受講してよかった」
などの声をいただきました。
　１２月から２月の土曜日には、
中学３年生を対象にした「入試
対策（公立高校入試対策）教室」
を全５回実施します。会場は、
やしお生涯楽習館で、国語・数
学・理科・社会・英語の５教科
を市内の中学校の先生が指導す
る予定です。既習内容の復習か
ら応用問題まで、幅広く問題を
解くことで学力の向上を目指し、
苦手克服を目指します。
物指導課☎奮３５８

こつこつ学ぶ八潮の子！
「ジョイスタ」（土曜勉強会）

教育委員会
らこ ち

図書館だより図書館だより

■一般書  
「７．５グラムの奇跡」
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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  
「なんで英語、勉強すんの？」
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「ありがとうのうたをうたえば」
エミリー・グラヴェット　絵
マイケル・モーパーゴ　作

■１月の休館日  
八條図書館　令和４年１月１日㈷～４日㈫・１１日㈫・１７日㈪・２４日㈪・３１日㈪
駅前出張所図書窓口　令和４年１月１日㈷～３日㈪、毎週土・日曜日、１０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

■１月の上映会の日  
○八條図書館
▼児童向け＝令和４年１月９日㈰　午後２時～　
▼一般向け＝令和４年１月３０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、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１５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
（保育士相談）
腹１１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、１日㈷～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　
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「なわと
び」
▼８日・１５日・２２日・２９日（各
土曜日）　午後２時３０分～＝
なかよしひろば

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1

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▼バルーンアート＝１８日㈫　
午前１１時～▼節分豆入れづくり＝２４日㈪から　
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＝４日㈫～７日㈮　午前１０時～▼ボラ
ンティアお話し会＝１９日㈬　午前１１時～▼節分
でんでん太鼓づくり＝２５日㈫～２７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～▼豆まき
セットづくり＝木曜日　午前１１時～　払毎週５
組（先着順）▼子どもの発達相談＝１９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＝５日㈬～７日㈮　午前１０時～　▼タ
ッチケア（要予約）＝１４日㈮　午前１０時～▼鬼の
お面づくり＝１９日㈬～２１日㈮　午前１０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＝６日㈭・７日㈮・１１日㈫　午前１０時～
▼おにのポリ袋カイト（要予約）＝２０日㈭・２１日
㈮　午前１１時～▼栄養相談＝３１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＝２６日㈬～２８日㈮　午前１１時～、午
後２時～▼絵馬づくり＝７日㈮　午前１０時３０分か
らキットを配布　払２０組（先着順）　▼節分まめ
入れづくり＝２０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＝１７日㈪～１９日㈬　午前１０時～、午
後２時～▼ボランティアお話し会＝２７日㈭　午
前１１時３０分～▼お話し会＝５日㈬・１２日㈬・２６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。
※１月の休館日：１日㈷～３日㈪＝①～⑦、１０日㈷＝①～⑥、１１日㈫＝②


