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　「こどものひろば」で作品を募集します。応募作品は
矢板市パパママ応援サイト「ともな～る」に掲載します！

応募方法／
　3月 2日（金）までに、ココマチ 2F「こどものひろば」
の事務所前カウンターにある作品用紙に書いて、係員に
渡してください。引き換えに可愛いプレゼントがもらえ

ます。
掲載について／
　応募作品は、3月 22 日（木）まで、矢
板市パパママ応援サイト「ともな～る」で
掲載します。
＊サイトへは、「ともな～る」で検索、またはQRコードから
ご注意ください／
 ・不適切と判断した場合は掲載できませんので、ご了承
　ください。
 ・応募は、1日 1人各 1作品とさせていただきます。
 ・作品にはニックネームを必ず記入してください。
問い合わせ／子ども課　☎（４４）３６００

日時／ 2 月 24 日（土）10：00 ～ 15：00
場所／郷土資料館 体験学習室
対象／小学生以上
定員／ 20 人　＊先着順　
参加費／ 100 円（保険料）
持ち物／軍手、剪定ばさみ、昼食
そのほか／
　お子さんに保護者が付き添う場合は、参加費を人数分
申し受けます。
申込・問い合わせ／郷土資料館　☎（４３）０４２３

　泉公民館自主講座生のつるし雛、および市内活動グ
ループ・泉保育所園児の作品の展示会を開催します。
日時／ 2 月 24 日（土）
　　　～ 3月 3日（土）
　　　9：00 ～ 16：00
　　※ 3月 3日（土）は、
　　　甘酒のサービスあり。
場所／泉公民館 集会室
問い合わせ／泉公民館　☎（４３）０４０２
　　　　　　＊月曜・祝日休館

募集作品 対象
子育てあるある

（日々の子育て中に感じたことや子育
てへの想いなど自由にお書きください）

子育てに関わっている方
（例：父母、祖父母など）

ともなりくんぬりえ
（自由に色を塗って、ともなりくんを
カラフルに変身させましょう！）

こどものひろば
利用者全般

　矢板公民館と農村環境改善センターで学ぶ講座生の作
品展とおいしい模擬店などの楽しいイベントが盛りだく
さん！ぜひ遊びに来ませんか？
日時／ 2 月 24 日（土）9：00 ～ 16：00
　　　　　　25 日（日）9：00 ～ 15：00
問い合わせ／
　矢板公民館　☎（４３）０４６９
　＊月曜・祝日休館 

日時 内容 場所

24 日
25 日

9：00 ～ 市民講座作品展 文化会館
矢板公民館

9：00 ～ 図書館まつり（本の無料配布） 図書館

10：00 ～
体験・参加教室
ちぎり絵、押し花、フラワーアレン
ジメント、絵手紙など（※一部有料）

矢板公民館

25 日

9：00 ～ 囲碁大会（※有料・受付 8：30 ～ 9：00）

10：00 ～ おいしい模擬店・作品即売会（※売切れ次第終了）

12：00 ～ 演奏鑑賞会矢板ウインドオーケストラ特別演奏会

13：30 ～ 図書館寄席 図書館

水まわりのトラブル修理なら地元のスミスケへ

その他どのようなことでもご相談ください。すばやい対応がモットーです！

水水ままわわりりののトトララ水水ままわわりりののトトラ ののののスススミミミミスススケケケケススミミミミススケケケブブ 修修理なならら地地修修

トイレのトラブル
キッチンのトラブル
給湯器のトラブル洗面所のトラブル

お風呂のトラブル
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

【手作りおもちゃであそぼう】●予
　日時／ 3月 20 日（火）10：00 ～ 11：30
　内容／身近な素材を使って、簡単で楽しいおもちゃを
　　　　つくりましょう。

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【どこまでとんでいくのかな】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 3月 14 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／しゃぼん玉あそび。※雨天時は 3/16（金）

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【お茶会】●予
　日時／ 3月 22 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／おやつを作って、みんなでワイワイおしゃべり。

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【ぱんだくらぶ（1歳児対象）】●予
　日時／ 3月 5・12・19 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歳児対象）】●予
　日時／ 3月 2・9日（金）10：00 ～ 12：30
　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

【給食試食（1歳～未就園児対象）】●予※前日まで
　日時／ 3月 28 日（水）11：00 ～ 13：00
　内容／園のお給食を食べに来てください。
　　　　※アレルギーのある方はご相談ください。

矢板認定こども園 　　   　　   ☎（４３）０４７０

【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 3月 9日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子教室
　参加費／ 200 円
【本日限定！お店屋さん】●予
　日時／ 3月 20 日（火）10：00 ～ 11：30
　内容／幼稚園のお友だちと買い物ごっこ。
　参加費／ 200 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【親子のふれあいを楽しもう（0歳児対象）】●予  ※ 2/28まで
　日時／ 3月 7日（水）9：30 ～ 11：00
　内容／ベビーダンス。　参加費／ 500 円

矢板保育園   　　　　　　  　  ☎（４３）００３３

【お別れ草もちパーティー＆おしゃべりタイム】　●予
　日時／ 3月 9日（金）10：00 ～ 12：00
　内容／みんなで草もちを作って、わいわいパーティー
　　　　＆修了書授与。
　参加費／ 100 円

ぴっころ保育園　　  　　　　☎（４３）０２６６

　子育てについての相談を随時受け付けています。
　日時／ 3月5・12・19・26日（月）10：00～ 11：30

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
つくしんぼ（つくし保育園） 　  　☎（４３）２４１１

　日時／平日 10：00 ～ 15：00
ぴっころクラブ（ぴっころ保育園） 　☎（４３）０２６６    

【ホットルーム】
　日時／ 3月 7・14 日（水）10：00 ～ 11：30
【ベビーホット（0歳～よちよち歩きのお子さん限定）】
　日時／ 3月 1・8・22 日（木）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

　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7・14日（水）10：00～ 11：30

プチ・フレンド（かしわ幼稚園）　☎（４３）５８３０

【ふじ組さん（1歳児）と一緒に遊びましょう‼】
　日時／ 3月 7日（水）10：00 ～ 11：00
　対象／ 0～ 3歳くらいのお子さん

エンジェル（矢板認定こども園 ）    ☎（４３）０４７０

【森の春を探しましょう】●予  
　日時／ 3月 13 日（火）10：00 ～ 11：00
　内容／保育園の周りの山を散策し、山の春を探しましょう。

こどもの森こころ保育園       　 ☎（４８）１９６６




