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　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 2009 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。
● 2018 度支援活動状況

●平成 30年度に行った主な活動

問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

4 ～ 6 月 29 件
7 ～ 9月 28 件
10 ～ 12 月 53 件
合計 110 件

5
月 ファミサポだより 19 号発行

6
月
第 14 回講習会
子どもの健康管理などについて

7
月

第 28 回会員交流会
ハーブドリンク作り

10
月 ファミサポだより 20 号発行

12
月

第 29 回会員交流会
ステランタン作り

　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。
　矢板武記念館は、2018 年 5 月に日本遺産構成文化財
にも選ばれました。ぜひこの機会にご覧ください。
ライトアップ期間／
　3 月 29 日（金）～ 4月 7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。
※ライトアップ期間中は無休です。
※ライトアップは、日没～20：00です。

入館料／ 100 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
※入館受付は、19：30まで
そのほか／
  ・駐車場は、矢板市役所
　をご利用ください。
 ・ 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

【関連イベント】
参加費、観覧料／観桜会「茶会」のみ、300 円。
●日本遺産認定企画展
　ライトアップ期間中、日本遺産「明治貴族が描いた
未来～那須野が原開拓浪

ろまんた ん

漫譚～」の紹介展示を行います。
場所／矢板武記念館  母家
●観桜会
　市文化協会所属団体
による華展・茶会・箏
の演奏会を行います。
日時／ 3 月 31 日（日）
　　     10：00 ～ 15：00
場所／矢板武記念館  母家
●月と太陽～宮本優  美術作品展～
　市内在住の芸術家の新星「宮本優」さんの絵画など
15点を展示します。独創的な世界観をぜひご覧ください。
日時／ 3 月 27 日（水）～ 4月 21 日（日）
場所／矢板武記念館  西蔵ギャラリー

●まちのあかり  朗読会
　「矢板市に集う人たちの心に温もりを届ける」をコン
セプトに活動している「まちのあかり」による朗読会です。
日時・内容／

定員／ 15 人程度　＊先着順
そのほか／
　申込不要です。詳しくは Facebook をご覧ください。
朗読会の問い合わせ／
　地域活動団体  まちのあかり

machinoakari813@gmail.com

時間 内容 場所
4月06日
   （土）

18：00 ～ 夏目漱石「夢十夜」より

東蔵
19：00 ～ 島崎藤村「若菜集」より

4月28日
   （日）

10：00 ～ 中原中也「在りし日の歌」よりほか
14：00 ～ 宮澤賢治「注文の多い料理店」

Facebook
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【ようこそ　ちゅーりっぷへ！】●予※ 5日前まで
　日時／ 4月 17 日（水）10：00 ～ 11：00
　内容／園内探索、茶話会

ちゅーりっぷ保育園　   　　　☎（４４）０７６３

【ぱんだくらぶ（0・1歳児対象）】●予
　日時／ 4月 15 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／ 4月 19 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

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０

【春のお庭でみ～つけた！】●予
　日時／ 4月 4日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／何がかくれているのかな？
　参加費／ 300 円
【ちびっこたちの体操教室】●予
　日時／ 4月 26 日（金）10：00 ～ 11：30
　内容／専門講師による親子体操教室
　参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

参加費記載なし…無料
●予…要予約

【おおきくなったかな】●予
　日時／ 4月 25 日（木）10：00 ～ 11：30
　内容／身長・体重測定と手形足型を記念に残しませんか？

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【ようこそ森へ。森ってこんなところです】●予  
　日時／ 4月 16 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

【ようこそ “つくしんぼひろば ”へ】●予
　日時／ 4月 18 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  

【みんなでぴっころデビュー】●予
　日時／ 4月 12 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

【ホットルーム】
　日時／ 4月 11・18 日（木）10：00 ～ 11：30
【ベビーホット】
　日時／ 4月 16 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（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

　日時／ 4月 8・15・22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

　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17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】
　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 11・25 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    

もうすぐ春です
住まいもリフォームでリフレッシュ

消費税増税の前に
いかがでしょうか？

お見積りは無料です。
お気軽にご相談ください。

システム
キッチン システム

バス
レストルー

ム
シシ 今から準備するのが

オススメです！




