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出願期間／ 2 月 3 日（月）～ 3月 13 日（金）
資格／市内に住所を有する方のお子さんなどで、次の条
件に該当し、ほかに奨学金を借りていない方

●健全な心を有し、学業に優れながら経済的理由で就学
　が困難と認められる方
●高等学校・高等専門学校・専修学校・短期大学・大学・
大学院に在学する方、およびこれらの学校に進学を希
望する生徒・学生

申請・問い合わせ／矢板市育英会事務局（教育総務課）
　　　　　　　　　☎（４３）６２１７

【学資の貸与（貸与額・採用予定人数）】
①高等学校、高等専門学校第 1～ 3 学年に在学する奨
学生  ⇒  月額 15,000 円（若干名）

②高等専門学校第 4・5学年、専修学校・短期大学・大学・
大学院に在学する奨学生  ⇒  月額 30,000 円（若干名）

貸与期間／採用された月から在学する学校の正規の修了月まで
※ほかの貸与型奨学金との併用はできません。
【学資の給付（給付額・採用予定人数）】
①高等専門学校第 4・5学年、専修学校・短期大学・大学・
大学院に在学する奨学生  ⇒  一時金 200,000 円（5人）

※貸与型奨学金と併用することができます。

お気軽にお問い合わせください。

一日だけの特別イベント開催
in TOTO宇都宮ショールーム

からくじ無しの
ガラポン
抽選会
開催！

特典1
しの
ンン
会会

可愛らしい
多肉植物に
癒されます。

寄せ植え
ワークショップ

特典3

先着20名様／参加費100円

特典2
甘酒

無料サービス!!
日光の名店
小野糀さんの
　甘酒

※おひとり様1杯

開催日
2020 年 3月1日（日）
10：00～ 17：00

便利な
生活用品が当たる！

※1家族1回

　矢板公民館と農村環境改善センターで学んでいる講座
生の作品展とおいしい模擬店など、学べて楽しいイベン
トが盛りだくさんの公民館のお祭りです。ミニライブも
同時開催します。

日時／ 2 月 29 日（土）9：00 ～ 16：00
　　　 3 月　1日（日）9：00 ～ 15：00
問い合わせ／矢板公民館　☎（４３）０４６９
　　　　　　＊月曜・祝日休館

CIMS Music Entertainment プレゼンツ
～ NEXT STAR ～ in YAITA

　やいた応援大使の「カラフルパレット」も出演！
ポップスや演歌・歌謡までジャ
ンル豊富な音楽ライブを開催
します！
日時／ 2月29日（土）10：00～
場所／文化会館前広場

図書館寄席
　真岡落語研究会による落語をお楽しみください。
日時／
　3月1日（日）13：30～15：30
　（13：00 開場）
場所／図書館  視聴覚室
入場料／無料

日時 内容 場所

2/29
3/1

9：00～ 市民講座作品展 矢板公民館

9：00～ リサイクル市（本の無料配布）※無くなり次第終了 図書館

10：00～ 体験教室（押し花・フラワーアレンジ・絵手紙・葉笛　※一部有料）

矢板公民館
2/29

10：00～ CIMS Music Entertainment プレゼンツ
～NEXT STAR ～ in YAITA（音楽ライブ）

11：30～ 野州轟一番太鼓特別演奏会

3/1

10：00～ おいしい模擬店・作品即売会※無くなり次第終了

11：00～ 太極拳実演

13：30～ 図書館寄席 図書館
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【親子ヨガ】●予  ※ 3 月 4日（水）まで
　日時／ 3月 11 日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／親子ヨガを楽しみましょう　参加費／500円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【うれしいひなまつり】●予
　日時／ 3月 3日（火）10：00 ～ 11：30
　内容／ひな祭りを一緒にお祝いしましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【お楽しみ会】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 3月 11 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／パネルシアター  お話し会

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【お茶会をしましょう】●予
　日時／ 3月 26 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／おやつを食べながら、みんなでワイワイおしゃべり

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／ 3月 2・9・16・23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

【ふうせん遊び】
　日時／ 3月 4日（水）10：30 ～ 11：30

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／ 3月 17 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
　日時／ 3月5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／ 3月18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／ 3月 12 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    

【お別れ草もちパーティ＆おしゃべりタイム（こどもっ
ていいよね）】●予
　日時／ 3月 6日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／みんなで草もちを作って、食べたり、わいわい
　　おしゃべりしたり、修了書ももらえるよ
　参加費／ 100 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【森の春を探検しましょう】●予  
　日時／ 3月 10 日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／保育園の周りの山を散策して山の春を探します

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６

【バースデイボード作り】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 3月 25 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／お誕生の記念にぜひ♪プレゼントにも♪
　※お子さんの写真数枚をお持ちください

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【風と遊ぼう！】●予
　日時／ 3月 18 日（水）10：00 ～ 11：15
　内容／風で動くおもちゃを作ってみよう　参加費／300円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 3月 2・9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／ 3月 6日（金）、16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

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０

何でもチャレンジ! in こどものひろば

内容／13：30　英語で遊ぼう
　　　14：00　2/8：チョコクッキー作り
 　　　　　　　3/1：巻寿司教室
　　　15：00　楽習会
定員／先着30 人
材料費／500 円

そのほか／
・3 日前までにお申し込みください。
・人数により当日参加可能。
・ボランティア証明書発行可能。
・入賞者には松本零士氏のメダル贈呈、
　参加賞あり。

場所／ココマチ  2 階
　　 （JR 矢板駅東口）

主催／ガールスカウト栃木県連盟第22 団

参加賞あり。材料費／ 円 参

第第第第第第第第第第22 団222 団22 団22222 団2 団2 団22222 団2222222

＜申込・問い合わせ＞
ガールスカウト栃木県連盟第22団 委員長　髙瀬
090-3401-1755
 sophia_yaita@yahoo.co.jp
 詳しくは、Facebook
「ソフィア、青少年リーダー」で！


