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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

とちぎ未来アシストネット⑥『見守り活動』

　学校では様々な支援ボランティアが行われていますが、毎
日行われている活動に「見守り活動」があります。これは子
どもたちを交通事故や不審者被害から守り、安心安全に通学
してもらうための活動です。毎日の登校下校時に付き添って
一緒に歩いたり、立哨などを行ったりしています。雨の日も
風の日も、登下校の時刻に合わせて行われています。

　「見守り活動」は、スクールガードリーダーや見守りボランティア、交通指導員、
保護者の方など、多くの方々にご協力をいただいて実施されています。各学校に
1名ずつ委嘱されているスクールガードリー
ダーは、学区内の通学路を広く見回りながら
危険個所などの確認も行っています。
　多くの方々のご支援を受け、子どもたちが
明るく元気に通学できる環境が作られていま
す。これからもよろしくお願いします。
　　　　　　　　生涯学習課 ☎(21)2490　

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 8月 27日（金）10時～対市内在住の8・9月生まれの未就園児とその保護者定 10組（先着順）費無料内写真・手形付きバー
スデーカード、冠のプレゼント申 7月 8日（木）～ ★その他イベント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

夏祭り時 8月4日（水）10時30分～ 15時内輪投げ・ビニールヨーヨー釣り・動物ゲートボール等 水遊び時 8月13日（金）10時30分～11時30分 ぺたぺ
たひろば時 8月17日（火）、18日（水）10時～ 初めてのお化け屋敷時 8月23日（月）～25日（水）14時～ ★各イベントは要予約。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

児童センター☆夏祭り時 8月 1日（日）①14時～②14時40分～※開始10分前からチケット配布定各時間25人 作って飛ばそう︕ストローアー
チェリー時 8月 21日（土）22日（日） 14時～17時定各日23人 ☆共通事項申当日9時受付開始（電話可）定 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

プチなかよしタイム時 8月 17日（火）10時～11時場支援センタープレイルーム対令和2年4月2日～令和2年6月30日生まれまでのお
子様と保護者内身体測定、ふれあい遊びと制作・夏の遊び定 10組申 8月 2日（月）9時～電話にて ★その他の講座の詳細は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

健康相談日・双子ちゃん遊ぼう時 8月 23日（月） リズム de ポン時 8月 30日（月）場こども園さくら・雲の部屋
赤ちゃんサロン時 9月 2日（木）　キッズサロンオータムコース時 9月 10日（金）

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 8月30日（月）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：8月3日（火）
②1・2・3ｔｈバースディ :4日（水） ポッケ広場日程、詳細は、HP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 8月2日（月）、18日（水）両日午前のみ ベビーフォトガーランドをつくろう時 8月19日（木） 9 月のカレンダー作り時 8月23日（月）、
24日（火）両日午前のみ 手作りアート時 9月7日（火）10時～11時申 8月10日（火）～

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

お買い物ごっこ時 8月6日（金）10時～12時（時間内出入り自由）場おもちゃ図書館隣室対未就学児と保護者（小学生兄弟参加可）内おもちゃ
のお金で、ゲームや買い物。大人向けバザーも。申不要持マイバック ★お知らせ★8月７日～16日夏季休暇、28日定期清掃で休館

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 9月9日（木）または16日（木）内ベビーヨガ＆ママヨガ申 8月4日（水） ころころ広場時①9月14日（火）②28日（火）
内①秋の生演奏会②体を使って遊ぼう申 8月20日（金） ベビーマッサージ時 9月30日（木）申 8月4日（水） ★詳細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

ベビーマッサージ時 8月24日（火）①10時～②11時～費 100円※初回参加者+100円申 8月17日（火）～
アロマハンド＆ヘッドマッサージ時 8月18日（水）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

チャレンジタイム時 8月 27日（金）、28日（土）14時対小中学生・幼児親子内パネルめくりゲーム申当日13時 45分 こどもまつり時 9月 4日（土）①
9時～②10時～③11時～（要予約）定各部小学生以上20人・乳幼児親子10組内ゲーム・テイクアウト工作・駄菓子・リサイクル申 8月 3日（火）～

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

筋膜リリースでリフレッシュ時 8月 28日（土）10時30分～11時 30分定 6組申 7月 28日（水）～
★行事の詳細やその他の行事・変更等はフォレストキッズ保育園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 野菜を食べよう時 8月20日（金）10時30分～11時30分対 1歳以上児と保護者内美味しい野菜を使ったレシピや子どものおやつ
について申 7月26日（月）9時～

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 8月26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 7月29日 (木 )10時～電話
にて 製作あそび さかな釣り時 8月30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 7組（先着順）申 8月6日 (金 )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 8月5日（木） ホール遊び時 8月20日（金）内よつば保育園の遊戯室で体を動かしましょう
親子エアロビクス時 8月24日（火）対 0歳児～と保護者定全て７組申 7月27日（火）9時～ ★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

水遊び時 8月 4日（水）11時20分頃～（雨天中止）場こども園園庭対未就園児と保護者持タオル、着替え一式、帽子、飲み物
申事前申込（電話又は来館にて）★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

ベビーヨガ時 8月 23日（月）10時30分～対 1歳 6か月までの児と保護者申 8月 4日（水）～※前回受講できなかった方優先
持バスタオル・飲み物・動きやすい服装 ★親子で楽しめる活動をたくさん行っています♪詳しくはHPをご覧下さい。

今月の Pick Up! 　 「地域子育て支援センターつが」
　地域子育て支援センターつがは、都賀よつば保育
園と併設しています。毎週木曜日には、制作や講師
を呼んでの活動を予約制で行っています。また、毎
日11時から絵本の読み聞かせの時間を設け、毎週
火曜日と金曜日
の 11 時 15 分
～ 11 時 45 分

まで、よつば保育園の広い園庭でのびのびと遊
ぶことができます。みなさん遊びに来て下さい
ね！

　　  詳しくはHPをご覧ください ⇒

<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。

■お子さんの予防接種はお済みですか？
　次の予防接種の対象者は、令和３年度中に無料で接種することができます。
対象の方には、４月上旬に予診票を送付いたしました。まだ受けていないお子さんは、
早めに接種しましょう！
予防接種名 ①麻しん（はしか）風しん混合２期
　　　　　　②二種混合（ジフテリア・破傷風）
対象者 ①年長児のお子さん（小学校就学前の１年間）
　　　　②小学校６年生（勧奨）
受け方 母子健康手帳と記入した予診票をお持ちの上、
　　　　協力医療機関で接種。
その他 市外・県外で受ける場合、予診票がお手元にない場合は、問合先まで
　　　　ご連絡ください。

問 健康増進課　☎（２５）３５１２

■こどもサポートセンター市民講座
　幅広い年齢の子どもたちを対象に、子どもの心や発達の診療に関わっている星野
美幸先生を講師にお招きします。栃木市でも 5年以上にわたって親子の相談に乗っ
ていただいた、経験豊かな先生のお話が聞ける貴重な機会です。ぜひお越しください。
テーマ　「子どもたちの心について知っておきたい大切なこと」
日時　８月 13日 ( 金 )13 時 30分～ 15時
場所　栃木市こどもサポートセンター ( 城内町２丁目 )
対象　市内在住で興味関心のある方　　　
定員　20人
費用　無料　
申込　８月６日 (金 ) ～ 電話にて

問 子育て支援課こどもサポートセンター　☎（２０）７７０５

①ハーフバースディ：8月3日（火）


