
令和 4年 3月号10

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、育児支援を行う有償の
ボランティアです。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？
対象／市内にお住いの満 20 歳以上の方で、心身ともに
健康で積極的な育児支援ができる方

内容／ 6 カ月からおおむね小学 6年生までを対象とし
た子育てサポートです。

そのほか／登録をご希望の方はお問い合わせください。
問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

　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 19 日（土）～ 2週間程度
※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。
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
入館料／ 150 円　※ライトアップ期間中は無料。

そのほか／
 ・お車でお越しの際は、専用駐車場（3台）または市役
所駐車場をご利用ください。

 ・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。

問い合わせ／生涯学習課　☎（４３）６２１８

【矢板市デジタルミュージアム】
矢板市の文化情報を配信します。駐車場
案内、最新の開花情報はこちらをチェック！

利用日（支援日） 利用時間 報酬

平日（月～金）
7：00 ～19：00 600 円 / 時
上記以外 700 円 / 時

土・日・祝休日
年末年始（12/29 ～ 1/3） 終日 700 円 / 時

提供会員提供会員依頼会員依頼会員

両方会員両方会員

サポートセンターサポートセンター

【大　　賞】
東小学校 6年　　矢野  綾菜さん

　矢板中学校 2年　室井  咲希さん
【学年最優秀賞】
泉小学校１年　　吉成  敦志さん

　乙畑小学校 2年　八巻  洸亮さん
　泉小学校 3年　　吉成  悠真さん
　豊田小学校 4年　塚原  悠里さん
　川崎小学校 5年　西脇  陽衣さん
　片岡中学校 1年　小林  千隼さん
　矢板中学校 3年　坂巻  和佳さん

　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。

　本年度は、市立小中学校合わせて2,020冊の応募があり
ました。コロナ禍のため、予定していた表彰式は開催できま
せんが、受賞者へは、各学校長より表彰状が伝達されます。
問い合わせ／教育総務課　☎（４３）６２１７

　令和 4年 3月号 11※新型コロナ感染症拡大防止のため、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。

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【一緒にあそぼう】●予
日時／ 4月 18 日（月）10：00 ～ 11：00　
　内容／はじめの一歩　参加費／200円
【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 4月 25 日（月）10：00 ～ 11：00
　内容／親子で活動を楽しみます　参加費／200円
【こあらくらぶ（2・3歳児対象）】●予
　日時／ 4月 22 日（金）10：00 ～ 11：00
内容／親子で活動を楽しみます　参加費／200円

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０

【みんな大きくなあれ】●予
　日時／ 4月 25 日（月）10：00 ～ 11：30
内容／牛乳パックでこいのぼりバックを作りましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【ようこそ “つくしんぼひろば ”へ】●予
　日時／ 4月 14 日（木）10：00 ～ 11：00
内容／みんなで楽しく遊びましょう

つくし保育園　　　   　　　 　☎（４３）２４１１  

【ようこそ！ちゅーりっぷへ】●予 ※ 5日前まで
　日時／ 4月 20 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／園内外探索

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 15 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

【園庭開放】●予※ 4日前まで
　日時／ 4月 27 日（水）10：00 ～ 11：00
内容／園庭でご自由にお遊びいただけます

やいたこども園　　　　　  　☎（４３）０４７０

【ようこそ森へ。森ってこんなところ】●予
　日時／ 4月 12 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

【みんなおいで！ひよこクラブが始まるよ】●予
　日時／ 4月 6日（水）10：00 ～ 11：30
　内容／園のお庭でイースター　参加費／ 300 円
【元気に泳げ！こいのぼり】●予
　日時／ 4月 28 日（木）10：00 ～ 11：30
内容／作って飛ばそう　参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

　お気軽にご参加ください

　　
赤ちゃんから就園前までのお子さんとお家の方が対
象。遊びながら相談もでき、ホッとできる場所です
日時／ 4月 12・19・26 日（火）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。
楽しみながらママも子どももお友達を作りましょう
日時／ 4月 13・20・27 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

【園庭開放】●予※ 4日前まで
日時／ 4月 13 日（水）10：00 ～ 11：00

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

　一緒におしゃべりしたり、楽しい時間を過ごしてお友
達をつくりませんか？子育て相談受け付けています。
日時／ 4月 11・18 日（月）10：00 ～ 11：30

ほのぼのらんど（泉保育所）    　☎（４３）０４３５

　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

　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 21 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    


