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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！

子育て広場

<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。

■第11回こどもアートセミナー
　みなさんの"感じるこころ"を発揮してみませんか！
親子で参加するアートイベントと子どもたちの作品
展を企画しています！詳細は市HPをご覧ください。
日時 第11回こどもアートセミナー　12月12日（日） 
　　　①「『読み合わせ音楽劇』あらしの夜に」10時30分～11時、②「『わが家の
　　　クリスマス』スワッグをつくろう」10時30分～12時、③「『2022』カレ
　　　ンダーをつくろう押し花で」10時30分～12時、12時 15分～12時 45分
場所　栃木市こどもサポートセンター （城内町２丁目）
対象　市内在住の18歳までのお子さんやご家族
定員　①10人、②6人（小学生以上）、③各回5人※全て要事前申込み。先着順。
費用　①無料、②2,000円、③500円
申込　12月３日（金）17時までに問い合わせ先へ直接電話で
アート作品展示も開催　12月6日（月）～24日（金）　平日９時～17時

問 子育て支援課　栃木市こどもサポートセンター ☎（２０）７７０５

　先生方は夏休みの終わりごろから、２学期の学習の準備、行事
の計画、部活の新人戦への対応など、とても忙しくなります。特
に各種コンクールの出品作業は、作品の仕分けや名簿作成、梱包
発送など、とても手間と時間がかかります。夏休み後すぐに締切
日を迎える応募も多いのですが、先生は、子どもたちと休み中の

様子について話をする時間を大切にし、生徒の下校後に作業をしています。そこで、
応募作業をサポートする「作品応募ボランティア」の活動が行われています。
　今年度の夏休みに作品応募ボランティアが活動を実施した小学校では、時間的
な余裕ができた先生が、子どもたちの成長を感じながら一緒に活動し、落ち着い
て２学期を始めることができたと感
謝していました。アシストネットは
子どもたちの活動ばかりでなく、先
生と子どもたちとのコミュニケー
ションづくりにも一役買っていま
す。　生涯学習課 ☎（21）2490　

作品応募ボランティア

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

冬休みスポーツ大会～卓球大会～時 12月 28日（火）13時30分～15時対幼児以上（未就学児は保護者同伴）
内トーナメント戦で卓球大会！定 15人（先着順）★その他の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

きねんび☆ photo 時 12月7日（火）9時30分～ ぺたぺたひろば時 12月14日（火）、15日（水）10時～ 親子ビクス時 12月20日（月）10時
～ みんなで作るクリスマス時 12月17日（金）～22日（水）内ペットボトルツリー・ゆらりんサンタさんを作る ★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

サンタ＆雪だるまのミニミニ小物ケース時 12月5日（日）①14時～②15時～定 20人 エコえんぴつ☆ホワイトツリー時 12月13日（月）～14時
～17時※平日のみ開催（水曜休館）定 15人 お正月スクエア壁掛け時 12月18日（土）①14時～②15時～定 18人★詳しくはＨＰをご覧ください

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

ほんわかタイム時 12月7日（火）10時～11時対 0歳児と保護者申 11月25日（木）9時～電話にて なかよしタイムⅣ期募集時令和4年1月12日～
3月16日毎水曜日（全9回）10時～11時対令和元年9月生まれまでの幼児と保護者申 12月3日（金）電話でのみ受付 ★その他、講座の詳細はHPまで

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

1.2 たいそう時 12月 1日（水） 親子ふれあい給食時 12月 3日（金） 英語で遊ぼう︕クリスマスパーティー時 12月 15日（水）内サンタさん
と記念写真　ネイティブの先生と歌やゲーム 健康相談日時 12月 20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

ようこそポッケシアターへ︕時 12月16日（木）対 1歳前後～未就園児と保護者内親子でのDVD鑑賞 みんなでおめでとう︕時ハーフ・1・2・3ｔｈバー
スディ：12月9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 12月 1日（水）  親子ヨガ時 12月 2日（木） 10時～11時対 3ヶ月～1歳未満申 11月 2日（火）～ 
ベビーフォトガーランドをつくろう時 12月 2日（木）午後、3日（金）午前 1 月のカレンダー作り時 12月 6日（月）午前、8日（水）午後

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

クリスマスイベント時 12月20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対未就園児の親子10組内手遊び、歌、読
み聞かせ、制作申 11月19日（金）～来館して申込 ※イベント参加後の入館はご遠慮ください。★お知らせ 12月28日（火）～1月4日（火）冬期休業

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

ころころ広場時①1月11日（火）または②25日（火）内①お正月遊び②節分グッズ作り申 12月10日（金） あかちゃんサロン時①1月13日（木）
②20日（木）内①ベビーチャクラマッサージ②骨盤スリムヨガ申 12月15日（水） きゅーちゃんダンス時 1月18日（火）申 12月10日（金）

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 12月21日（火）①10時～②11時～費 100円※初回参加者+100円申 12月14日（火）～ 産後の骨盤調整時 12月14日（火）AM※ひと
り30分費 3千円、託児一人100円申 12月7日（火）～ アロマハンド＆ヘッドマッサージ時 12月22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

クリスマスオーナメントを作って飾ろう時 12月3日（金）～費無料申当日・無くなり次第終了 チャレンジタイム時 12月11日（土）14時内クリスマ
ス玉入れ対小中学生・幼児親子申当日13時45分 オリジナル凧を作って飛ばそう時 12月25日（土）10時対小学生定 15人費 200円申 12月2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

クリスマス製作時 12月 7日（火）①10時～②11時～定 3組ずつ申 11月 24日（水）9時30分～
★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

わくわくタイム　クリスマス飾り制作時 12月2日（木）・3日（金）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者 子育て講座　クリスマス会時 12
月10日（金）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者内クリスマスならではの音楽を楽しみましょう！☆共通事項申 11月22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 12月16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 11月25日（木）10時～電
話にて 手作りけん玉製作時 12月27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 12月6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 12月9日（木） クリスマス会時 12月16日（木） ホール遊び時 12月23日（木）
内よつば保育園の遊戯室で体を動かしましょう申 11月24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 12月 1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組未満費無料申要申込 ★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

０歳からの音楽会時 12月 14日（火）10時30分～ プチ・クリスマス会時 12月 21日（火） ☆共通事項対乳幼児と保護者申 12月 1日（水）
9時より電話受付。沢山の方に参加していただけるよう、どちらか1つの事業の申し込みといたします。 ★詳しくはＨＰをご覧下さい♪

　いまいずみ児童館は0歳～18歳未満の子どもたちが利用できます。幼児用のお
もちゃや、トランポリン・卓球・パソコン等でも遊べます。（新型コロナウイルス感
染症対策として現在は使用できないものもあります。）毎月0・1・2歳以上を対象
に行う「ママといっしょ」やこどもアト
リエ、キッズ体操教室 Light、季節の工
作等楽しい行事が盛りだくさん！子ども
たちだけでなくママも参加できるボディ
ケア・ストレッチ、おとなアトリエも保
育士による託児付きで人気です。いまい
ずみ児童館で心も身体も健康
になってみませんか？　　
  　  詳しくはHPをご覧ください ⇒

「いまいずみ児童館」■冬の交流事業
冬の一日を厚生センターで楽しく過ごしましょう!
日時 12月 25日（土）　10時～12時
場 所 厚生センター（栃木第四地区コミュ
ニティセンター／旭町）
対象 小学生（保護者同伴も可）
内 容 クリスマスエレクトーン演奏会・本
の読み聞かせ・ビンゴ大会（おみやげ付き）
定員 20人（先着順）
申込 12月 1日（水）～７日（火）
問 人権・男女共同参画課（厚生センター） 

☎（２４）２４４４

■大平隣保館「新春書初め会」
正月行事である「書初め」を行います。
日 時 令和４年１月８日（土）10時
～11時 30分
場所 栃木市大平隣保館（大平町新）
対象 市内在住の幼児、小・中学生
定員 ２０人（先着順）
費用 無料
申 込 12月１日（水）～17日（金）
までに電話または問合先に直接
（土日を除く、８時30分～17時）　　　　
問 大平隣保館 ☎（４３）６６１１


