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　今年も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。
　ぜひお越しください。
ライトアップ期間／
　シダレザクラの開花時期
※ライトアップ期間中は無休
期間中の開館時間／
　3月…10：00 ～ 21：00
　4月…   9：30 ～ 21：00
※ライトアップは日没～ 21：00、入館は 20：30 まで
そのほか／
 ・ライトアップ期間中の入館料は無料です。
 ・駐車場は矢板市役所をご利用ください。
 ・最新の開花状況については、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

　長峰公園には矢板市で
医師を勤めた上野千里氏
の記念碑があります。
　掘り起こせばさまざま
なエピソードを聞かせて
くれる地域医療史。今回
は塩谷郡にスポットをあ
ててご講演いただきます。
日時／ 3 月 11 日（日）13：30 ～ 15：00
場所／生涯学習館  研修室（1）
演題／「しおやの医療史」
講師／
　さくら市ミュージアム～荒井寛方記念館～
　副館長　小竹　弘則氏
定員／ 100 人
そのほか／入場無料、申し込みは不要です。
問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

　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。
●平成 29年度支援活動状況

問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

4 ～ 6 月 36 件
7 ～ 9月 66 件
10 ～ 12 月 66 件
合計 168 件

●平成 29年度に行った主な活動
5
月 ファミサポだより 17 号発行

6
月

第 13 回講習会
（13 人参加）
子どもの健康管理などについて

7
月

第 25 回会員交流会
（16 人参加）
天然石ジュエリー
ブレスレット作り

9
月

第 10 回スキルアップ研修会
（10 人参加）
「普通救命講習Ⅰ」再講習会

10
月

第 26 回会員交流会
（31 人参加）
ハロウィンキャンドル作り

ファミサポだより 18 号発行

12
月

第 27 回会員交流会
（39 人参加）
CoCoBlue
クリスマスコンサート
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

【スクラップブッキングに挑戦】●予※ 3日前まで
　日時／ 4月 20 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／お子さんの写真をデコレーションして自分だけ
　　　　のアルバムを作りましょう。（講師来園）
　定員／ 15 組　＊先着順

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【はじめまして～保育園ってどんなところ～】●予  ※5日前まで
　日時／ 4月 18 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／園内探検と茶話会

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【ようこそ つくしんぼひろば へ】●予
　日時／ 4月 19 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  

【オリジナルランチマット作り】●予※ 5日前まで
　日時／ 4月 4日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／入園準備に最適♥手形足型アートで作ります。
　対象／ 0～ 3歳児　　定員／ 5組
【オリジナルネームプレート作り】●予※ 5日前まで
　日時／ 4月 18 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／プラバンで作ります♪
　対象／ 0～ 3歳児　　定員／ 6組
【オリジナルカレンダー作り】●予※ 5日前まで
　日時／ 4月 25 日（水）10：30 ～ 11：30
　対象／ 0～ 3歳児　　定員／ 6組
　※お子さんの写真を 5～ 6枚お持ちください。

矢板認定こども園 　　   　　   ☎（４３）０４７０

【笑顔いっぱい、さあ始めよう！】●予※前日まで
　日時／ 4月 5日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／広い園庭で思いっきり遊ぼう。
　対象／歩けるお子さん（よちよち歩き可）
　参加費／ 300 円
【ちびっこたちの体操教室】●予※前日まで
　日時／ 4月 27 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子体操教室
　対象／歩けるお子さん（よちよち歩き可）
　参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【みんなでぴっころデビュー】●予
　日時／ 4月 13 日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／クッキーを作って春のお茶会をしよう！
　参加費／ 100 円

ぴっころ保育園　　  　　　　☎（４３）０２６６

　日時／平日 10：00 ～ 15：00
　※園内・園庭を開放しています。
【とびだせ！ぴこクラ】
　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／ 4月 12・26 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    

【ホットルーム】
　日時／ 4月 12・19 日（木）10：00 ～ 11：30
【ベビーホット（よちよち歩きまでのお子さん対象）】
　日時／ 4月 24 日（火）10：00 ～ 11：30
　※毎週土曜日は園庭を開放しています。
　※随時子育て相談を受け付けています。

ホットルーム・ベビーホット（すみれ幼稚園）　☎（４４）２３９０

　日時／ 4月 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。

ほのぼのランド（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

　お気軽にご参加ください。

　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

　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 18・25 日（水）10：00 ～ 11：30

プチ・フレンド（かしわ幼稚園）　☎（４３）５８３０

【ようこそ森へ。森ってこんなところ】●予  
　日時／ 4月 17 日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／ 1年間の子育て支援についてのお話と、
　　　　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

【一緒にあそぼう】●予
　日時／ 4月 23 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／ふれあい遊び。　対象／ 0～未就園児
　参加費／ 200 円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 4月 16 日（月）10：00 ～ 11：30
　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／ 4月 25 日（水）10：00 ～ 11：30
　内容／プチ入園（親子で登園、給食試食）
　参加費／ 600 円

かしわ幼稚園　 　　　　    　  ☎（４３）５８３０


