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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

■11月は児童虐待防止推進月間です
　"１８９（いちはやく） 知らせて守る こどもの未来 "（令和２年度標語）
　児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害し、心身の成長や人格の形成に悪影響を
及ぼすものです。子どもを虐待から守るためには、子どもの立場が最優先されなけ
ればなりません。
身体的虐待　なぐる、ける、熱湯をかける、タバコの火を押しつける　など
心理的虐待　言葉によるおどかし、無視、他のきょうだいと著しく差別する　夫婦
　　　　　　間の暴力を子どもに見せる　など
ネグレクト（養育の怠慢・拒否）　食事を与えない、入浴させない　など
性的虐待　性的行為を強要する　など
◎ちょっとした「目配り」「気配り」で、子どもを虐待から救えます。子どもの不自
　然な傷・表情・行動や、保護者の不自然な言動に気づいてください。
◎相談（通告）は、虐待者の処罰のためではなく、問題を抱えている家庭を支援し、
　子どもを守るために行われるものです。相談（通告）者の秘密は守られます。
◎子育てでお悩みがありましたら、ご相談ください。一緒によい方法を考えましょう。

相談・通告先 子育て支援課　☎（２１）２２２７

■ 第11回こどもアートセミナーの作品募集
12月に開催予定の第11回こどもアートセミナー作品展にて、栃木市こどもサポー

トセンター館内で展示する作品を募集します。詳細はホームページをご覧ください。
テーマ　   「ときめき」「みどり」「空」から１つ選択
募集作品　○絵画の部　※1人１点まで　最大Ａ４サイズ
 　 ○写真の部　※１人１点まで　Ｌ版または、はがき版のサイズ
対象　　　市内在住または市内に通園、通学の未就学児・小学生・中学生・高校生
　　　　　※親子や友だちなど２人以上での合作や団体での出品も可
出品方法　11月26日（金）までに、作品出品票に必要事項を記入のうえ、作品と
　　　　　ともに問合先 へ郵送または持参（出品に係る送料等は出品者負担）

問 子育て支援課　こどもサポートセンター　☎（２０）７７０５

　一昨年、『金融リテラシー』に関する世界的な調査が実施され、正答
率の比較で日本の子どもたちは参加した３０カ国中２２位でした。『金

融リテラシー』とは、お金の流れに関する知識や、お金に関する適切な判断力と
いう意味です。これが低いと、お金を使う・借りる・預けるということがうまく
できず、大人になってから多重債務になり、ひどい場合には自己破産に至ってし
まう危険性も考えられます。他にも将来「特殊詐欺に騙されやすい」「国際社会
についていけない」など、少し心配な傾向が見られると言われています。
　金融リテラシーを高めるためには『金銭教育』が大切です。子どものうちから
お金の感覚を身に付けさせる教育で、最も身近な教材が『お小遣い』です。適度
な額のお小遣いを与えられ、自分の知識と判断で活用する体験を通して、お金に
関する理解を深め、使い方について考える力を養うことができます。
　子どもたちが金銭感覚の伴わないまま、大人になってカードを使った買い物を
するのは大きなリスクがあります。将来しっかりとお金を管理し、上手に活用す
ることで心豊かな生活を送れるよう、金銭感覚を育てる金銭教育を、家庭教育の
中でも大切にしていきたいものです。　　　　　　生涯学習課 ☎ (21）2490　

子どもの金銭感覚を育てよう
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今月の Pick Up!  「ファミリー・サポート・センター」
　ファミリー・サポート・センターは0歳から小学6年生までの育児中の家庭とそ
れを応援する方の会員組織です。育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児のお
手伝いができる人（提供会員）がそれぞれ会員登録し、センターが依頼会員と提供
会員を結びつける活動を行っています。
　依頼会員は、家族以外に頼れる人ができ､
安心して育児をすることができます。提供
会員は、育児中の家庭を援助しながら､ 子
どもと触れ合うことで元気をもらえます。
援助内容や会員の登録､ 料金等について、
お気軽にお問い合わせください。　
☎（２５）１０４０

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

わくわくたいむ時 11月 13日（土）14時～15時 30分定 30人（先着順）内アイロンビーズでキーホルダー作り
★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 11月2日（火）9時30分～ ぺたぺたひろば時 11月9日（火）、10日（水）10時～ ベビービクス時 11月15日（月）
10時～ 親子ふれあい遊び時 11月24日（水）10時～内親子で体を動かし触れ合う★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

もらって嬉しいお守り作り～ペーパークラフト～時 11月 7日（日）14時～定 40人 たこ焼き♥メモホルダー時 11月 20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

プチなかよしタイム時11月9日（火）対令和2年7月～9月生まれまでの児と保護者内親子で制作とお散歩申10月29日（金）9時～ 子育て講座「親
子ビクス」時 11月 19日（金）対 1歳以上児（歩行可能なお子さん）と保護者申 11月 1日（月）9時～★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 11月 8日（月） 1.2 たいそう時 11月 10日（水） 健康相談日・双子ちゃん遊ぼう時 11月 15日（月） レッツ A･B･C 時 11
月 17日（水） 赤ちゃんサロン時 11月 18日（木） リズム de ポン時 11月 29日（月）★詳細は上記ＱＲコードより、さくら版をご確認下さい。

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11月15日（月）対6ヵ月～1歳6ヵ月前後 みんなでおめでとう︕時①ハーフバースディ：11月9日（火）
②1・2・3ｔｈバースディ:11日（木） 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 11月1日（月） ベビーフォトガーランドをつくろう時 11月4日（木） ハイハイレース時 11月9日（火） 10時～11時申 10月1日（金）～ 
12 月のカレンダー作り時 11月15日（月）、22日（月）両日午後のみ 誕生会（10・11 月生まれ）時 11月17日（水）申 10月1日（金）～

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

「からだのはなし」助産師さんによる講話 時 11月15日（月）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）
対未就園児の親子定 10組内手遊び、歌、読み聞かせ、講話申 10月20日～来館して予約 ★密を避ける為、イベント後の入館はご遠慮下さい。

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

リトルサロン時 12月2日（木）申 11月4日（木） ころころ広場時 12月9日（木） 場ゆうゆうプラザ申 11月12日（金） カンタンちょこっと制作
タイム時 12月14日（火）申申込不要（材料がなくなり次第終了） あかちゃんサロン時 12月16日（木）又は23日（木）申 11月10日（水）

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 11月24日（水）①10時～②11時～費 100円※初回参加者+100円申 11月16日（火）～ 産後の骨盤調整時 11月9日（火）AM※ひとり
30分費 3千円、託児一人100円申 11月4日（木）～ アロマハンド＆ヘッドマッサージ時 11月16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

チャレンジタイム時11月13日（土）14時～14時30分内パネルめくりゲーム対小中学生・幼児（保護者同伴）申当日13時45分～ クリスマスグッ
ズ作り時 11月 27日（土）10時～11時対小学生内クリスマススノードームを作ろう！定 15人費 200円申 11月 5日（金）9時～

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

七五三製作時 11月 5日（金）・9日（火）①10時～②11時～定各日4組申 10月 18日（月）～
★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　フラワーアレンジメント時 11月4日（木）10時30分～11時30分対就学前乳幼児の保護者内きれいな花で癒しの時間を 子育て講座　絵本
講座時 11月26日（金）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者内心に寄り添ってくれる絵本は宝物です。☆共通事項申 10月25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 11月18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 10月28日（木）10時～
電話にて クリスマス手形製作時 11月29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先着7組申 11月8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 11月4日（木） よつば保育園の園庭で遊ぼう︕時 11月11日（木） 親子リトミック時 11月18日（木）
対 1歳以上児と保護者 おもちゃ制作時 11月25日（木）申 10月25日（月）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

園庭開放時 11月 5日（金）10時30分～11時 30分場こども園園庭対未就園児と保護者費無料持帽子申要申込
★その他行事は、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

歯科衛生士さんの講話時 11月 17日（水）10時30分～対 6月に受講していない方優先 親子クラフト時 11月 25日（木）10時30分～対 2
歳以上児親子内親子でクリスマスボード制作費５００円☆共通事項　申両講座11月4日（木）電話受付9時～ ★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。


