
12広報とちぎ　１０月号２０２１（令和３）年９月１７日 発行

時 日時  場 場所  対 対象  内 内容
定 定員  費 費用  持 持物  申 申込

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

　新型コロナウイルス感染症の影響で、おうちで過ごす時間が増え、
「子どもとどうやって遊んで良いのか分からない」と言った声をマ

マやパパから多く耳にします。「遊ばなくちゃ」と
構えず、お子さんが楽しいと思えることをしてあ
げるのが一番です。この時期にたくさん触れ合っ
て、ママやパパであることを楽しんでくださいね。

　とちぎ未来アシストネット事業では、活動を充実させ、さらに
発展させるために各種の会議や研修会を実施しています。
　例えば、各地域教育協議会の代表や教育委員会の関係者が出席
する「アシストネット推進委員会」では、栃木市全体のアシスト

ネット活動の成果や課題、活動の方針などについて話合いを行っています。
また、「合同研修会」では、学校や地域のコーディネーター・公民館担当者が先進

事例を学び、意見や情報を交換し、ボランティア活動に役立てられるように研修して
います。今年の研修会では、昨年度のボランティア交流会で発表された「西方地域の
取組」と「栃木南中学校区での取組」について録画を視聴し、その後、各学校での取
組みについて話し合いました。その他、学校と地域を
結ぶ地域コーディネーター向けに、初任者対象の研修
会や先輩コーディネーターから実践例を学ぶ研修会を
開催しています。ボランティア活動をするには難しい
時期ですが、コロナ禍の中でも「できることをできる
範囲」で取り組もうと話し合いを深めています。　　　生涯学習課 ☎ (21)2488　

アシストネットの会議や研修

今月のPick Up!「地域子育て支援センターいわふね」
　地域子育て支援センターいわふねは、いわふね保
育園と併設しています。
　毎月行っている各事業は、0才からでも親子で楽
しく参加できる内容を計画しております。毎週火・
金曜日には、読み聞かせの後、11時～ 12時まで
保育園園庭で遊ぶ
事ができ、とても

人気です。はじめて利用される方でも安心して遊べ
る支援室です。ぜひ遊びに来て下さい。

　　  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

じどうかんまつり～ハッピーハロウィィィン２０２１～時 10月 24日（日）13時～16時定 15組ずつ30分入れ替えの４部制にて開催内ジャック・
オー・ランタンバッグ作り、くものすダーツなど申 10月 2日（土）～先着順（空きがあれば当日可） ★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 10月5日（火）9時30分～ ぺたぺたひろば時 10月12日（火）、13日（水）10時～ 親子ビクス時 10月18日（月）
10時～ ハロウィンパーティ時 10月26日（火）10時～内飾りを作り、写真撮影 ★予約等、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

紙皿フリスビーで遊ぼう︕時 10月 10日（日）14時～17時定 20人 ハッピーハロウィン☆２０２１時 10月 30日（土）
14時～14時 45分定 50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

なかよしタイムのお友達と運動会時 10月 13日（水）10時～11時対 2歳以上児と保護者申随時受付 子育て講座「ベビーマッサージ」時 10月 15
日（金）10時30分～12時対 0歳児と保護者10組（未経験の方優先）申 10月 1日（金）9時～電話にて ★他、講座案内は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 10月 4日（月） 健康相談日・双子ちゃん遊ぼう時 10月 18日（月） リズム de ポン時 10月 25日（月） 
レッツ A・B・C（ハロウィン）時 10月 27日（水）持仮装可 ★詳細は上記QRコードより、さくら版をご確認ください

さくら３J ホール☎（22）7100
 9時～18時・日曜祝日休

令和４年度さくら３J ホール学童クラブ入会説明会時 10月 28日（木）18時15分～場さくら３Jホール児童館※オンラインの場合有
持筆記用具・スリッパ申電話又は申込フォーム（HPやさくら版を参照ください）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

親子スキンタッチ時 10月27日（水）対 6ヵ月～1歳6ヵ月前後持バスタオル、ティースプーン、歯ブラシ みんなでおめでとう︕時①ハーフバースディ：10月
12日（火）②1・2・3ｔｈバースディ :13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 10月4日（月）、18日（月）両日午前のみ ミニ運動会時 10月7日（木） 10時～11時申受付中
ベビーフォトガーランドをつくろう時 10月20日（水） 11 月のカレンダー作り時 10月27日（水）、28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

移動おもちゃ図書館時 10月23日（土）10時～14時場とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木文化会館）リハーサル室対親子参加
内おもちゃで遊ぼう（プラレール、おままごと、ゲームコーナーなど）申不要（人数により入場制限あり）

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

よつ葉生協さんによる食育講座時 11月5日（金）申 10月22日（金） ママころころ時 11月9日（火）※2部制申 10月8日（金） あかちゃんサロン時 11月11日（木）
または25日（木）申 10月5日（火）  べビーマッサージ時 11月18日（木）申 10月5日（火） ころころ広場時 11月30日（火）申 10月8日（金）

大平児童館☎（43）2350
 8時３０分～17時30分・月曜祝日休

ベビーマッサージ時 10月19日（火）①10時～②11時～費 100円※初回参加者+100円申 10月12日（火）～ 産後の骨盤調整時 10月12日（火）AM※ひと
り30分費 3千円、託児一人100円申 10月5日（火）～ アロマハンド＆ヘッドマッサージ時 10月21日（木）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

ハロウィンイベント時 10月20日（水）～31日（日）9時～16時内まちがい探しをしてお菓子をＧＥＴ！ ハロウィンゲーム大会時 10月23日(土)10
時～11時対小中学生・幼児内ハロウィンゲームを楽しもう！費無料申当日受付  チャレンジタイム時 10月30日（土）14時～内プチ♡エアバズーカ

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

ハロウィンを楽しもう︕時 10月 29日（金）10時30分～11時 30分定 4組申 9月 29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　エレクトーンコンサート時 10月7日（木）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者内親子で楽しめる曲が盛りだくさんです。
子育て講座　親子ビクス時 10月29日（金）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者内親子でレッツダンス！ ☆共通事項申 9月21日（火）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 10月15日（金）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 9月24日（金）10時～電話
にて もこもこおばけ製作時 10月25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 10月4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・制作時 10月7日（木） ミニ運動会時 10月14日（木）対 1歳以上の歩けるお子さん 親子体操時 10月19日（火）対 1歳6ヵ月以上～
ハロウィン制作時 10月28日（木）申 9月22日（水）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

季節の壁掛制作時 10月 6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組費無料申要申込（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

プチ・運動会ごっこ時 10月 22日（金）①0才～ハイハイまでの児：10時～10時 30分②ひとり歩きできる児から：10時45分～11時
30分場①支援室②いわふね保育園遊戯室定①5組②10組申 10月 4日（月）9時より電話受付 ★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。

♪♪子どもと一緒におうち時間を楽しもう子どもと一緒におうち時間を楽しもう♪♪

問 健康増進課　☎（２５）３５０５

☆新聞遊び☆

　古新聞や広告などをビリビリしま
す。子どもたちは、ビリビリする感
触や音が大好きです。破った新聞を
袋に詰めボールにすると更に遊びが
広がります。

♪ペットボトルでマラカス作り♪

　ミニサイズのペットボトルを用意
します。ビーズや鈴など、音の出る
物を入れ、キャップが開かないよう、
テープで固定しま
す。お子さんの好き
な曲に合わせ、親子
で鳴らして楽しみま
しょう。

♡ダンボールトンネル♡

　おうちに、大きなダンボールがあ
りましたら、切ったり、ガムテープ
で固定しながら、トンネルを作りま
す。トンネルの中に、シールを貼っ
たり、マジックで絵を描いても楽し
いですね。子どもって、狭い所が大
好きですよね。

◇手遊び歌◇

　小さい頃「ひげ爺さん」や「手
をたたきましょう」などの手遊び
で、遊んだママやパパも多いのでは
ないでしょうか。手遊び歌は、お
子さんの心身の成長に、良い効果が
たくさんあるとされています。ぜひ
YouTube などを活用して、一緒に
楽しんでみてください。

10月18日（月）

平日9時～15時

☎（27）5322


