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ࠕ࠾ࡣࡼ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࠖ
᪥ࡣ  ࡽ $ ྩ 6 ྩ
ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠋ   ศ㏄
࠼⾜ࡃࠊᑠᏛ㸯ᖺ⏕ࡢ࠾ࡕࡷ
ࢇࡣࣜࣗࢵࢡࢆ⫼㈇࠸ࠊ㸯ṓ  ࣨ᭶ࡢ 6 ྩࡣ╔᭰࠼ࠊ࠾ࡂࡾࠊỈ⟄ࡢධࡗࡓ
ࡁ࡞ࡤࢇࢆᣢࡗ࡚ࠕ࠾ࡶ࠸ࠊ࠾ࡶ࠸ࠖࡦࡁࡎࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ࠾ࡕࡷࢇࡀᡭࢆ㈚
ࡑ࠺ࡍࡿࢠࣗࢵࡘࢇ࡛㞳ࡋࡲࡏࢇࠋࡉ࠶ࠊ㠐ࢆࡣ࠸࡚  ே࡛ᡃࡀᐙฟⓎ
࡛ࡍࠋ
ࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡞ࡗ࡚  ᖺ  ࣨ᭶ࡀ⤒ࡕࡲࡍࠋࡑࢇ࡞୰࡛ࠊࣇ࣑ࢧ࣏ࡗ࡚ࡍࡈ࠸ᛮ
ࡗࡓࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ6 ྩࡀ  ṓ㏆࡙ࡃࡇࢁࠊ6 ྩ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡉࢇࡀ㞟
ࡲࡾヰࡋྜ࠸ࢆࡋࡲࡋࡓࠋࡇࡢ㡭ࣁࣁࡀ㏿ࡃ࡞ࡾࠊࡘࡲࡾ❧ࡕࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞
ࡾࠊᡭࡢᒆࡃ⠊ᅖࡶᗈࡀࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋࡇࢀࡽ 6 ྩࡣࢇࢇ▱ᜨࡀࡘࡁࠊࡦࡾ࡛
Ṍࡅࡿࡼ࠺࡞ࡾ┠ࡀࡣ࡞ࡏ࡞ࡃ࡞ࡾࡲࡍࠋ6 ྩࢆᏳࡸࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡓࡵࡢ
ヰࡋྜ࠸ࡔࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋࡇࢇ࡞ࡩ࠺ࠊࡦࡾࡦࡾࡢᡂ㛗ࢆࡳࢇ࡞࡛ぢᏲࡗ࡚࠸ࡿࡇ
ࠊ⚾⮬㌟ࡶᏳᚰࡋࡲࡋࡓࠋ࠾㡸ࡅࡋ࡚࠸ࡿⓙࡉࢇࡶࡁࡗᏳᚰࡍࡿ㐪࠸࡞࠸ᛮ࠸
ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ6 ྩࡢᐙࡣᑠࡉ࡞ࣀ࣮ࢺࡀ࠶ࡾࠊ࠾ᐷࠊ࠾ࡴࡘࡢࠊỈศ⿵⤥ࡢ㛫➼ࠊࡑࡢ᪥ࡢᵝ
Ꮚࡀ᭩࠸࡚࠶ࡾࠊࡣࡌࡵ࡚㡸ࡗࡓࡁཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ᡃࡀᐙࡣ  ṓࡢ⩏ẕࡀ࠾ࡾࡲࡍࠋࢹࢧ࣮ࣅࢫࡢ࠾㏄࠼ࡢ㝿ࠊᚲࡎࠕㄪᏊࡣ࠸ࡀ࡛
ࡍ㸽ࠖ⪺࠸࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ⚾ࡢᝎࡳࡶ⪺࠸࡚ࡃࢀࡲࡍࠋࡦࡾ࡛ㆤࡋ࡚࠸ࡿࢇࡌࡷ࡞࠸
࠸࠺Ᏻᚰឤࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
Ꮚ⫱࡚୰ࡢ࠾∗ࡉࢇ࠾ẕࡉࢇࠊࣇ࣑ࢧ࣏ࡣ࡚ࡶ㢗ࡾ࡞ࡿ ࠸ࡇࢁ࡛ࡍࠋᏊ⫱࡚
ᝎࢇࡔࡽࡦࡾ࡛ᝎࡲࡎ㢗ࡾࡋ࡚ࡋ࠸ࡇࢁ࡛ࡍࠋᏊ⫱࡚ࡢඛ㍮ࡀࡓࡃࡉࢇ࠸ࡲࡍࡼࠋ
㸯ᖺ⏕ࡢ࠾ࡕࡷࢇࢆᢪࡗࡇࡋ࡚ᮏࢆㄞࢇ࡛࠸ࡿ 6 ྩࡶࡦࡊࡢୖࠋேࡶࢇࢇ
ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋேࡢᡂ㛗ࡀᴦࡋࡳ࡛ࡍࠋࢧ࣏࣮ࢱ࣮࡞ࡾᏊ⫱࡚ࡢ࠾ᡭఏ࠸ࡀ࡛ࡁࡿ
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ステップアップ研修

これからの

怒りの感情と
上手に付き合うコツ

行事

3 月 10 日(土)13 時~15 時半
サポート会員のための

西那須野公民館

サロン

年齢別子どもの遊び

講師

10 時～12 時
西那須野公民館

丸山隆先生

(臨床心理士・栃木県カウンセリング協会理事長)

申し込み締め切り

子どもと楽しく遊ぶには？
2 月 5 日(月)

会議室

3 月 2 日(金)

「笑いあり、涙あり」で大人気の丸山先生のお話です。
託児はありませんが、利用会員さんや興味のあるお
友達にもご参加いただけます。たくさんの方のお申し
込みをお待ちしています。

利用会員・サポート会員・両方会員のための

交流会

おやつ作り

砂糖を使わない

4 月 6 日（金）１０時～１２時
三島公民館 調理室（西那須野）
定員大人２０名 託児あり(1 歳以上 10 人まで)
申し込み締切 3 月 26 日(月)
講師：サポート会員室井智江子さん
みんなで楽しく、おやつを作りましょう

サポート会員養成講座
2 月 21 日(水)22 日(木)9 時～16 時
いきいきふれあいセンター(黒磯)にて
託児もあります(1 歳以上 5 人限定)ので、
利用会員さんもこの機会に受講して両方
会員になりませんか？送迎依頼も多いの

センターからのお知らせ
・大雪など天候によってはサポートができないこと
もあります。ご了承下さい。
・センターに連絡のないサポートは保険の対象外です。必ずセン
ターにご連絡下さい。送迎では必ずシートベルトを使用しますの
で、普段から習慣にしておいてください。
・一人親家庭、低所得家庭が利用する場合、市の助成(半額補

で、男性も大歓迎です。また、救命講習の

助、上限 1 万円/月)が受けられます。あらかじめ市に登録する必

再受講は 2 年に一度のタイミングでお勧

要があります。

めしています。お申し込みは 2 月 2 日ま

・昨年 11 月より安田が産休・育休に入りました。今後西那須野地

でに市役所保育課へ！☎0287-46-5535

区担当は熊久保と久保、黒磯地区担当は長瀬と磯になります。
宜しくお願いいたします。

発行；那須塩原市ファミリ―サポートセンター

編集；長瀬美香

熊久保光子

発行責任者；西田由記子

