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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

子育てのお知らせ

子育て広場

児童手当の現況届を忘れずに
　児童手当を受給するためには、毎年６月に、児童の養育状況等を確認するための『現
況届』の提出が必要です。『現況届』の用紙を６月中旬までに郵送しますので、必要
事項を記入し提出してください。
提出期限　６月30日(水)※郵送の場合は期限に間に合うように投函してください。
提出場所　問合先〔本庁舎2階〕・各総合支所地域づくり推進課
                                                             問 子育て支援課　☎（２１）２２２２

ボランティア交流会

　アシストネット事業では、例年、実行委員会と栃木市ＰＴＡ連
合会の共催で「ボランティア交流会」を開催しています。この交
流会では、アシストネットで活動しているボランティアや公民館
担当者、学校関係者、ＰＴＡ役員など多くの方が一堂に会し、実
践発表を聞いたり、情報交換をしたりと楽しく交流を深めていま

す。普段は別々の学校や地域で活動しているので顔を合わせることはあまりありま
せんが、この会では学校や地域の垣根を越え、絆を結ぶことができます。
さて、昨年度は、残念ながらコロナ禍の影響で、いつもの内容で実施することが

できませんでしたが、感染予防をしながら実践発
表会のみを少人数で行いました。この様子を録画
したDVDを各公民館に置いています。視聴希望
の方は公民館にお問い合わせください。今年度も、
楽しく、有意義なボランティア交流会となります
よう、実行委員会にて計画を進めてまいります。
　　　  　　　　　　生涯学習課 ☎ (21)2490　

今月のPick Up!  「地域子育て支援センターふじおか」
　地域子育て支援センターふじおかは、親子で遊
んだり、子育ての悩み事を話し合いながら、交流
を深めるアットホーム的な心地よい場所です。
毎日の歌・読み聞かせや、予約制のわくわくタイ
ム、人形劇などの子育て講座を開催していますの
で、ぜひご
参加くださ

い。渡良瀬遊水地を眺めたり、公園で遊ぶのも
リラックスできますよ！

　　  詳しくはHPをご覧ください ⇒

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

にこにこたいむ時 6月7日（月）10時～11時30分対 3ヵ月～未就園児と保護者 わくわくたいむ時 6月12日（土）14時～15時30分対 4歳～（未
就学児は保護者同伴）☆共通事項内父の日のプレゼント作り～お絵描きタイルコースター～定 30人（当日先着順）　★その他のイベントはHP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 6月1日（火）10時～ ぺたぺたひろば時 6月8日（火）、9日（水）10時～11時　要予約 ベビービクス時 6月21日（月）
10時～　要予約 アジサイ大好きおしゃれカタツムリ時 6月29日（火）10時～　要予約　★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

布テープ de 国旗バッグ時 6月 6日（日）①14時～定 20人 作って対決︕四目並べ時 6月 19日（土）①14時～②15時～定各時間10人 
☆共通事項対 18歳未満（未就学児は保護者同伴）申当日9時受付開始（電話可）

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

ベビーマッサージ時 6月15日 (火 )10時30分～対 0歳児と保護者申 5月28日 (金 )9時～電話のみ なかよしタイムⅡ期参加者募集時 7月7日～9月15
日の毎水曜日10時～11時(全10回）対 H31年3月生まれまでの幼児と保護者10組申 6月4日(金 )9時～電話のみ　★その他、詳細はHPをご覧ください。

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 6月7日（月） 1.2たいそう時 6月9日（水） レッツA・B・C時 6月16日（水） 健康相談日・双子ちゃん遊ぼう時 6月21日（月）  
リズム de ポン時 6月 28日（月）

さくら３J ホール☎（22）7100
 9時～18時・日曜祝日休

写生会時 6月 12日（土）9時～15時　※雨天中止対小学生定 15人（先着順）費 100円
持弁当・水筒・色鉛筆・レジャーシート・汚れても良い服申電話にて前日15時まで受付

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

親子でレッツダンス︕（ベビーマッサージ＆親子エアロビ）時 6月8日（火）対 6ヵ月～1歳６ヵ月と保護者 みんなでおめでとう︕時①ハーフバースディ：6
月2日（水）②1・2・3ｔｈバースディ :3日（木） ポッケ広場日程、詳細は、ＨＰをご覧の上、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 6月1日（火）、15日（火）両日午前のみ ハイハイレース時 6月10日（木） 10時～10時45分申 5月17日（月）～
ベビーフォトガーランドをつくろう時 6月17日（木） ７月のカレンダー作り時 6月21日（月）、24日（木）両日午前のみ

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

食育と親子ヨガ時 6月11日（金）10時30分～11時30分場栃木保健福祉センター・レクリエーション室（おもちゃ図書館隣室）対未就園児
親子内水分補給についてのお話と親子ヨガ定 10組申来館して予約持フェイスタオル・飲み物・ヨガマット（ない方はバスタオル）

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①7月1日（木）または8日（木）②15日（木）内①お昼寝アート②おもちゃ作り申 6月2日（水） リトルサロン時 7月20日（火）内リトミッ
ク＆知育遊び申 6月16日（水） ころころ広場時①7月6日（火）②13日（火）内①夏のフォトフレーム作り②夏祭りごっこ申 6月11日（金）　★HPでもご確認下さい。

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

ベビーマッサージ時 6月22日（火）①10時～②11時～費 100円※初回参加者+100円申 6月15日（火）～ 産後の骨盤調整時 6月8日（火）AM※ひとり
30分費 3千円、託児一人100円申 6月1日（火）～ アロマハンド＆ヘッドマッサージ時 6月29日（火）10時30分～12時費無料　★詳細・その他ＨＰにて

大平みなみ児童館 ☎（43）9880
 8 時 30分～17時・月曜祝日休

父の日のプレゼント作り時 6月19日（土）10時～11時場大平みなみ児童館対小学生内マスクケースを作ろう！定 15人費 100円申 6月4日（金）9時～ 
チャレンジタイム時 6月 26日（土）14時～14時 30分場大平みなみ児童館対小中学生・幼児（保護者同伴）内新聞紙じゃんけん申当日13時45分

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

0 歳児からの口腔ケア時 6月 25日（金）①10時30分～11時 30分定 6組申 5月 26日（水）～
★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

子育て講座　音楽療法時 6月17日（木）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者内親子で音楽に触れて楽しみましょう
定 10組申 5月24日（月）9時～　★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 6月10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 5月20日（木）10時
～電話にて 七夕飾り製作時 6月28日（月）10時30分～対 1歳前後から4歳までの未就園児と保護者定 5組（先着順）申 6/7（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

ベビーマッサージ時 6月3日（木）対 6ヵ月までのお子さん 園庭で遊ぼう時 6月10日（木） 身体測定・窓飾り制作時 6月17日（木）
親子体操時 6月22日（火）対 1歳6ヵ月～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 6月 2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）
★その他行事は、ホームページでご確認ください。

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

リズムと心の癒し時 6月 28日（月）10時30分～対乳幼児と保護者申 6月 14日（月）～
★親子で楽しめる活動も沢山行なっています♪詳しくはＨＰをご覧下さい。

<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。

写真は令和元年度のボランティア交流会の様子

令和３年度学童保育夏休み利用申込受付
　保護者の就労等により、家庭での保護指導を受けられない児童を対象に、夏休み
の期間中のみの学童保育利用申し込みの受付をいたします。現在学童保育を利用さ
れている方は、改めて申し込みをする必要はありません。
対象　栃中央小、栃三小、栃四小、栃五小、南小、吹上小、皆川城東小、千塚小、
国府北小、国府南小、大宮南小、大宮北小 並びに 大平、藤岡、都賀、岩舟地域内各
小学校通学区域内学童保育
申込 ６月３日 (木 )～ 16日 (水 )に申込用紙（問合先〔本庁舎2階〕、各総合支所およ
び各学童保育で配布。市ホームページにも掲載）を問合先または各総合支所地域づくり推
進課（西方を除く）へ提出してください
※定員には限りがありますので、申し込みをしても利用できない場合
があります
問 子育て支援課　☎（２１）２２２３
※国府北小、国府南小、大宮南小、大宮北小につきましては
　NPO法人スマイルクラブ☎０８０-９５７１-３６３９に
　お問い合わせください。


