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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。
●令和元年度支援活動状況

問い合わせ／社会福祉協議会　☎（４４）３０００

4 ～ 6 月 56 件

7 ～ 9月 42 件

10 ～ 12 月 39 件

合計 137 件

提供会員

サポートセンター

依頼会員

【関連イベント】
　関連イベントは「茶会」を除き参加無料、申込不要、
どなたでも参加できます。
●個展「太陽の楽譜」
　市内在住の芸術家「宮本優」さんの絵画作品約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 20 日（祝・金）～ 4月 2日（木）
場所／矢板武記念館  西蔵
●ハープの調べ
　しだれ桜の下でハープの生演奏を聴いてみませんか？
日時／ 3 月 28 日（土）18：00 ～ 19：00
場所／シダレザクラ前広場　※雨天時は、母屋で開催
奏者／森のハープ弾き　阿久津  瞳氏

●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。　※「茶会」のみ参加費 300 円
日時／ 3 月 29 日（日）10：00 ～ 15：00
場所／矢板武記念館  母家
●朗読会「清明のあかり」
　「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」による朗読会を開催します。
日時／ 4 月 4 日（土）17：30 ～ 19：00
内容／ ・小泉八雲「雪女」  ・木村祐一「あらしの夜に」
　　　・安房直子「奥様の耳飾り」
　　　・サン＝テグジュぺリ「星の王子様」
場所／矢板武記念館  西蔵　定員／ 40 人程度  ＊先着順

　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、平成 30
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 20日（祝・金）～4月 5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
そのほか／
 ・駐車場は、矢板市役所をご利用ください。
 ・3月27日（金）～30日（月）は、イベント準備・片
付けのため母屋の見学はできません。
 ・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

両方会員

⑥
⑤

①
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。

理容＆美容サロン　Ｃ
ク オ ー レ

ＵＯＲＥ

完全個室なので
お子様のカットも安心
完全個室なので

家族みんなで
　行きたいお店

そのほか、料金・定休日など、お気軽にお問い合わせください。

矢板市木幡 1370-3 1 階テナント　電話＊ 070-4067-2687

営業時間＊ 9：00～ 19：00　　　定休日＊不定休

≪料金≫
・メンズカット　　　 1,000円
・レディースカット　 1,200円

・カラーのみ（ロング別料金）2,500円
・前髪カット　　　　　 500円

 セルフネイル（お試し価格）2,500円 ＊19：30～ 完全予約制
お一人でもお友達やお子様と一緒に楽しく自分でネイルしてみませんか？
ネイリストが一緒にサポートいたします !! お気軽にお問い合わせ下さい ^_^

詳しくはこちら

詳しくはこちら

ツーリング COFFEESHOP
矢板駅前

住所／矢板市扇町1-13-1　☎／0287（43）7207　駐車場／8台

女子会
同窓会

送別会

＊6名様より貸切りができます。お気軽にご相談ください。＊

前菜・揚げ物・サラダ・肉料理・
ドリアまたはスパゲティー・デザート

貸切りパーティー受付中
1人　2,500 円～
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参加費記載なし…無料
●予…要予約

【おおきくなあれ・こいのぼり】●予
　日時／ 4月 27 日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／お子さまの手形、足形でこいのぼりとかぶとを
　　　　作りましょう

泉保育所   　　　　　　　  　  ☎（４３）０４３５

【ようこそ！ちゅーりっぷ保育園へ！】●予  ※ 5 日前まで
　日時／ 4月 15 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

【ようこそ “つくしんぼひろば ”へ】●予
　日時／ 4月 16 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  

　お気軽にご参加ください

　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 13・20 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
　※子育て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

　サロンのお部屋を開放してお待ちしております
　日時／ 4月 15 日（水）10：30 ～ 11：30

エンジェルサロン（やいたこども園）  ☎（４３）０４７０

　親子でホッと一息つきに来ませんか？自由に遊びなが
らいろいろ挑戦しよう。子育て相談可
【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 21 日（火）10：00 ～ 11：30
【ホットルーム】
　日時／ 4月16・23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

　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22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 ～ 15：30
　※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】
　ぴっころ保育園からとびだし、矢板児童館で親子のワ
クワクタイム！季節感あふれる制作など、毎回違った
プログラムで Fun Fun Fun
　日時／ 4月 9・23 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    

【みんなでぴっころデビュー】●予
　日時／ 4月 17 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

【ようこそ森へ。森ってこんなところ】●予  
　日時／ 4月 14 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

【子ども服リサイクル市】●予※ 5日前まで
　日時／ 4月 22 日（水）10：30 ～ 11：30
　内容／ 80 ～ 120 サイズの古着を用意しています

やいたこども園 　　　   　　   ☎（４３）０４７０

【春のお庭でみ～つけた！】●予
　日時／ 4月 6日（月）10：00 ～ 11：30
　内容／イースターエッグを探そう　参加費／ 300 円

認定こども園すみれ幼稚園  　☎（４４）２３９０

【一緒にあそぼう】●予
　日時／ 4月 20 日（月）10：00 ～ 11：30
　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 27 日（月）10：00 ～ 12：30
　内容／親子で活動を楽しみ給食も食べます
　参加費／ 600 円
【こあらくらぶ（2・3歳児対象）】●予
　日時／ 4月 24 日（金）10：00 ～ 12：30
　内容／親子で活動を楽しみ給食も食べます
　参加費／ 600 円

認定こども園かしわ幼稚園　  ☎（４３）５８３０


