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子育てのお知らせ

子育て広場

児童館や支援センターのそのほかの行事やご案内は、市や各施設のホーム
ページでご覧いただけます。詳しくは、右のＱＲコードのリンク先へ！児童館・支援センターなどのお知らせ

■令和３年度　子どもの予防接種について
　予防接種法に基づく定期接種は、受けるよう努めなければならないこととされて
います。対象のお子さんには、市から通知書・予診票を個別にお送りしています。
お手元に届きましたら、協力医療機関に予約をし、なるべく早期に接種しましょう。
対象年齢になると通知発送する予防接種
生後２ヶ月になる月初め…ロタウイルス、ヒブ、小児肺炎球菌（１～３回目）、B型肝炎、四種混合、BCG
　１歳になる月初め…麻しん風しん混合１期、水痘、小児肺炎球菌（追加）
　３歳になる月初め…日本脳炎１期（１回目、２回目）
４月に通知発送する予防接種
　麻しん風しん混合２期…平成27年４月２日～平成28年４月１日生（年長児）
　二種混合（DT）…平成21年４月２日～平成22年４月１日生（小学６年生）
５月に通知発送する予防接種
　日本脳炎特例対象者…平成15年４月２日～平成16年４月１日生（高校３年生）
令和３年度中に学年ごとに随時発送
ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防）…平成17年４月２日～平成22年４月１日生の女子
費用　無料　持ち物　母子健康手帳、記入した予診票
接種場所　市内協力医療機関（市外で接種する場合は、問合先まで）
予防接種スケジュールの管理に「栃木市すくすくナビ」をご活用ください！
　生年月日、接種歴等から自動でスケジュールを作成し、接種日が
近づくとメールでお知らせします。また、感染症状況の提供や市から
の重要なお知らせの配信も行っています。登録は無料です。
問  健康増進課 ☎（２５）３５１２　　　 　http://tochigi.city-hc.jp/

今月の Pick Up! 　 「大平みなみ児童館」
　大平みなみ児童館では、小学生対象の季節イベントや、1歳半から2歳児のお子
さんを対象とした「幼児クラブ」を通年で行っております。年間を通し行うことで、
集団生活を体験しともに遊ぶ大切さを学びます。また、年に一度「こどもまつり」
を盛大に開催しています。普段から多くの幼児親子・小中学生が遊びにきています。

　学校や地域・家庭が組織的に連携・協力して、子どもたちの学習
支援や地域の絆づくりを行う栃木型教育システムとしてスタートし
た「とちぎ未来アシストネット」が４月で１０年目を迎えます。現在、
各学校で計画的に実施され大きな成果をあげていますが様々な課題も

出てきました。最も大きな課題は、コロナ禍でのボランティア支援活動です。アシ
ストネット活動は子どもたちとボランティアさんのふれあいを基盤としていますの
で、交流を図るためには感染防止や活動方法の工夫をしなければなりません。また、
環境や学習内容・方法の変化に伴う支援要望の多様化、ボランティアさんの高齢化
や継続的な活動による負担増などもみられます。
これらの課題を解決するためにも学校や地域・

家庭で一緒に考え、できる事から取組み、「とちぎ
未来アシストネット」をより充実させていくことが
必要になります。その取組が子どもたちの教育を充
実させ、より太い地域の絆づくりにつながっていく
と考えております。　生涯学習課 ☎(21)2490

１０年目のアシストネット

施 設 名 各 施 設 か ら の お 知 ら せ ・ 今 月 の 主 な 行 事
いまいずみ児童館☎（27）5322
 9時～17時・水曜祝日休

おたんじょうび会時 4月16日（金）10時～11時（申込制）※10時30分よりおたんじょうび会対市内在住の2、3月生まれの未就園児とそ
の保護者定 10組（先着順）申 3月4日（木）～　★ママといっしょ、キッズ体操教室などその他のイベント内容はホームページをご確認ください。

そのべ児童館☎（20）6231
 9時～17時・木曜祝日休

きねんび☆ photo 時 4月6日（火）10時～ ぺたぺたひろば時 4月13日（火）、14日（水）受付10時～11時　要予約 ベビービクス時 4
月19日（月）10時～　要予約 こいのぼりを作ろう時 4月23日（金）～28日（水）自由参加　★詳しくはHPをご覧ください。

はこのもり児童センター☎（24）4034
 9時～19時・水曜祝日休

Happy イースター 2021 時 4月4日（日）①14時～②15時～内ゲームや簡単な工作を楽しもう定各時間25人申当日9時受付開始（電話可） こいのぼり
☆ウッドペイント時 4月24日（土）14時～定 30人申当日9時受付開始（電話可）最終受付16時30分　☆共通事項対 18歳未満（未就学児は保護者同伴）

地域子育て支援センター（とちぎ）☎（23）2740
 9時～16時30分・土日祝日休

毎日の絵本タイム時午前：月・木・金曜日11時～、午後：火・水曜日16時～対 6歳児までの親子内絵本の読み聞かせ・ふれあい遊びなど申当日、
自由参加 ほんわかタイム時 4月13日（火）10時～11時対 0歳児と保護者10組申 3月25日（木）9時～電話のみ★その他、詳細はHPにて

認定こども園さくら子育て支援センターゆめふうせん
 ☎（24）3900　9時～15時・土日休

親子ふれあい給食時 4月 12日（月） 1.2 たいそう時 4月 14日（水） 赤ちゃんサロンちゅうりっぷコース時 4月 15日（木） 健康相談日・双子ちゃ
ん遊ぼう時 4月19日（月） レッツ A・B・C 時 4月21日（水） キッズサロンスプリングコース時 4月23日（金） リズム de ポン時 4月26日（月）

認定こども園おおみや幼児教育センター子育て支援センターふれあいポッケ
 ☎（27）8890　9時～14時・土日祝日休

みんなでおめでとう︕時①ハーフバースディ：4月14日（水）②1・2・3ｔｈバースディ :16日（金） 
ポッケ広場日程、詳細は、ホームページをご覧になり、お電話下さい。☆共通事項時 10時30分～申平日9時～15時

けやき保育園子育て支援センター きらり ☎（23）8905
 ☎（23）8905 10時～15時・土日祝休

身体測定時 4月15日（木） ベビーフォトガーランドをつくろう時 4月16日（金） 5 月のカレンダー作り時 4月21日（水）、22日（木）両日午前のみ
移動動物園時 5月13日（木） 10時15分～申 4月19日（月）～ 4・5 月生まれのお誕生会時 5月17日（月）10時～10時30分申 4月26日（月）～

とちぎおもちゃ図書館・たんぽぽ☎（51）3475
10時～12時、12時30分～15時30分・土（第1・3・5）日祝日休

こどもの日イベント時 4月 26日（月）10時30分～12時場栃木保健福祉センター1階レクリエーション室（おもちゃ図書館隣室）
対未就園児親子費無料定 10組申開館時間中に来館して予約内手遊び・読み聞かせ・こどもの日の親子制作

地域子育て支援センターおおひら ☎（43）1134
 9時～16時・月曜祝日休

あかちゃんサロン時 5月13日（木）または20日（木）申 4月7日（水） ママころころ時 5月18日（火）①10時～②11時～申 4月16日（金）
ころころ広場時 5月25日（火）申 4月16日（金） 親子リトミック時 5月27日（木）申 4月16日（金）★時間や内容等はホームページでご確認下さい。

大平児童館☎（43）2350
8時３０分～17時30分（７・８月は18時）・月曜祝日休

産後の骨盤調整時 4月13日（火）9時30分～12時20分対産後のママ定 5人費 30分3千円、託児は一人100円申 4月6日（火）～ ベビーマッサー
ジ時 4月20日（火）①10時～②11時～対乳児の親子定各8組持バスタオル、オイルの容器費 100円※初回参加者+100円申 4月13日（火）～

大平みなみ児童館 ☎（43）9880
 8 時 30分～17時・月曜祝日休

チャレンジタイム時 4月24日（土）14時～14時30分場大平みなみ児童館内ストラックアウト・的を射抜け！定 15人対小中学生・幼児（保護者同伴）
申当日 母の日のプレゼント作り時 5月8日（土）10時～場大平みなみ児童館対小学生内素敵なエコバッグ作り定 15人費 200円申 4月15日（木）

フォレストキッズ保育園子育て支援センター エンジェル　　　　
  ☎（20）0808　 9時30分～14時30分・土日祝日休

4・5 月生まれの誕生日カードを作ろう時 4月21日（水）・28日（水）①10時～10時40分②11時10分～11時50分申 3月25日（木）～
★行事の詳細やその他の行事・変更等は保育園HPをご覧ください。

地域子育て支援センターふじおか ☎（62）5011
 9時～16時・土日祝日休

わくわくタイム　こいのぼり制作時 4月22日（木）、23日（金）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者定各7組 4 月生まれのお誕生日
メダルプレゼント対 1歳以上児内月間プレゼントです。都合の良い時に来てください。★その他の行事の詳細や、変更等は栃木市ＨＰをご覧ください。

ふじおか幼稚園子育て支援センター もりのカフェ
 ☎（61）1152　10時～15時・土日祝日休

ベビーマッサージ時 4月22日（木）10時30分～対妊婦さんから1歳前後の乳幼児内ベビーマッサージ、体重測定費 350円申 4月1日（月）10時～電話にて 砂場で遊
ぼう（雨天時おもちゃ製作）時 4月26日（月）10時30分～対 1歳前後～4歳までの未就園児と保護者定 5組（先着順）持飲み物、帽子申 4月5日（月）10時～電話にて

地域子育て支援センターつが ☎（27）2122
 9時～16時・土日祝日休

身体測定・窓飾り制作時 4月8日（木）10時30分～ こいのぼり制作時 4月15日（木）10時30分～ 
親子ヨガ時 4月23日（金）10時30分～対 1歳6ヵ月以上～定全て5組申随時受け付けています　★詳細はＨＰをご覧ください

地域子育て支援センターにしかた ☎（92）2900
 9時～17時・土日祝日休

季節の壁掛制作時 4月 7日（水）10時30分～11時 30分場支援センター対未就園児と保護者定 5組申事前申込（電話又は来館）
★その他の行事は、ＨＰでご確認ください。

地域子育て支援センターいわふね☎（55）7920
 9時～16時・土日祝日休

ベビーヨガ時 4月 19日（月）10時30分～対 1歳 6か月までの児と保護者申 4月 5日（月）～
持バスタオル・飲み物・動きやすい服装★今年度も楽しい行事を企画しております♪詳しくはＨＰをご覧下さい。

■小学校入学・中学校入学を迎えるお子さんの保護者の方へ
　こども医療費助成制度をご利用の新小学１年生・新中学１年生に、新しい受給資
格者証をお送りしています。（小学生はむらさき色、中学生はピンク色の受給資格者
証です。）新年度からは、新しい受給資格者証をお使いください。
また、受給期間が終了した受給資格者証は使用できません。市役所にご返却ください。
※受給期間内であっても、栃木市から転出した場合は受給資格者証を使用できませ
ん。転出手続きの際にご返却ください。
問 保険医療課（４月以降は保険年金課） ☎（２１）２１３６

<お知らせ >掲載されたイベント等は、新型コロナウイルスの感染防止等の理由により、中止・変更になる場合がございます。
　　　　　　最新の情報は各施設にお問合せください。また、行事に参加される際は感染防止のため、マスクをご着用ください。

詳しくはHPを
ご覧ください

⇩


