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詳しくはこちら

　ファミリーサポートセンターは、地域全体で子育て家
庭をサポートすることを目的として設置されました。
　会員登録による組織化を図り、お互いに助け合いなが
ら育児支援を行う有償のボランティアで、市では平成
21 年度から取り組んでいます。
　自分の空いている時間を使って、子育てのサポートを
してみませんか？参加をお待ちしています。
支援活動状況／令和 2年 4～ 12 月  合計 92 件
問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

サポートセンターサポートセンター

提供会員提供会員依頼会員依頼会員

両方会員両方会員
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④

③
②

①依頼会員からセンターに依頼申込
②センターが提供会員と調整を図る
③提供会員からセンターに承諾の連絡
④センターが依頼会員に提供会員を紹介

⑤提供会員が依頼会員をサポート
⑥依頼会員から提供会員に報酬を支払う
※提供会員に支払う時間当たりの報
酬は、支援内容に応じて異なります。

詳しくはこちら

　矢板武記念館のシダレザクラの開花時期にあわせ、ラ
イトアップを行います。この機会にぜひご覧ください。
ライトアップ期間／ 3 月 20 日（祝・土）～ 4月 4日（日）
※開花状況により期日の前倒しや延長をする場合があります。
※ライトアップは日没～ 20：00 で、期間中は無休です。
入館料／ 100 円　＊ 4月 1日から 150 円
※ライトアップ期間中は無料。
期間中の開館時間／ 3 月… 10：00 ～ 20：00
　　　　　　　　　 4月…    9：30 ～ 20：00
※母屋の開館時間
　3月… 10：00 ～ 15：00　4月…9：30 ～ 16：00

そのほか／
・駐車場は、矢板市役所をご利用ください。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、入場を制限す
ることがあります。

・最新の開花状況、ライトアップ期間については、市ホー
　ムページをご覧になるか、お問い合わせください。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

　家庭学習ノートコンテストは、各家庭において、授業と関
連付けた学習内容・方法などを児童生徒が自ら決めて取り
組むことにより、家庭学習の質・量の拡充を促進し、本市
児童生徒の学力向上につなげることを目的に実施しています。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

　【大　　賞】　片岡小学校 4年　髙橋  力輝斗さん
　　　　　　　矢板中学校 1年　佐竹  舞音さん

　【最優秀賞】　矢板小学校１年　渡邉  創大さん
　　　　　　　乙畑小学校 2年　本木  優奈さん
　　　　　　　川崎小学校 3年　菊地  真綾さん
　　　　　　　片岡小学校 4年　髙橋  力輝斗さん
　　　　　　　東小学校 5年　　矢野  綾菜さん
　　　　　　　東小学校 6年　　齋藤  玲夏さん
　　　　　　　矢板中学校 1年　佐竹  舞音さん
　　　　　　　片岡中学校 2年　齋藤  亜美さん
　　　　　　　矢板中学校 3年　佐藤  一心さん

矢板市の文化情報を Twitter でも配信します
　最新の開花情報はこちらをチェック！
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

【こいのぼりであそぼう】●予
　日時／ 4月 26 日（月）10：00 ～ 11：30
内容／こいのぼりの製作＆本物のこいのぼりで遊び
ましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【ようこそ “つくしんぼひろば ”へ】●予
　日時／ 4月 15 日（木）10：00 ～ 11：30
内容／お話を聞いたあと、みんなで遊びましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【ちゅーりっぷへ ようこそ！】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 4月 21 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／園内外探検

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【みんなでぴっころデビュー】●予
　日時／ 4月 16 日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／クッキーを作って春を感じよう♡
参加費／ 100 円

ぴっころ保育園  　　　　　　☎（４３）０２６６

【うさぎが隠した卵を探そう！】●予
　日時／ 4月 2日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／お庭で happy イースター
　参加費／ 300 円
【元気に泳げ！こいのぼり】●予
　日時／ 4月 28 日（水）10：00 ～ 11：30
　内容／オリジナルのこいのぼりを飛ばしてみよう
参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【園庭開放】●予※ 4日前まで
日時／ 4月 20 日（火）10：30 ～ 11：30

やいたこども園　　　　　  　☎（４３）０４７０

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、イベントなどは状況により中止または延期することがあります。予めご了承ください。
※イベントなどに参加される場合は、マスクの着用や自宅での検温など感染予防にご協力ください。発熱や風邪の症状がある方は、参加をお控えください。

　お気軽にご参加ください

　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／ 4月 14・21・28 日（水）10：00 ～ 11：00

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
※子育て支援室と園庭を開放しています

つくしんぼひろば（つくし保育園） 　☎（４３）２４１１

　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

　親子で一緒に遊んだり、お友だちを作ったり、ホッと
一息つきに来ませんか？子育て相談受け付けています

【ベビーホット】※よちよち歩きまでのお子さん限定
　日時／ 4月 6・20・27 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
日時／ 4月15・22日（木）10：00～ 11：30

ホットルーム・ベビーホット（認定こども園すみれ幼稚園）☎（４4）２３９０

【園庭開放】●予※ 4日前まで
日時／ 4月 6日（火）10：30 ～ 11：30

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

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／ 4月 12・19 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
※園内・園庭を大開放 !!なんでもおしゃべりリラックスTime♡

【とびだせ！ぴこクラ】
　ぴっころ保育園からとび出し、P-BASE  NEO で親子
のワクワクタイム！季節感あふれる製作など、毎回
違ったプログラムで Fun Fun Fun

　日時／ 4月 22 日（木）10：00 ～ 12：00
場所／ P-BASE  NEO（園東隣）

ぴっころクラブ（ぴっころ保育園） 　☎（４３）０２６６    

【ようこそ森へ。森ってこんなところ】●予
　日時／ 4月 13 日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／ 1年間の子育て支援事業に関するお話と、お友
　　だちとの顔合わせをします

こどもの森こころ保育園       　☎（４８）１９６６


