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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！
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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。

■おやこ保育園で一緒に遊びましょう
　栃木市民間保育園連絡協議会の主催により、未就園児の親子を対象に、子育て支
援を「保育園」形式で実施するものです。民間保育園の保育士さんが子どもたちと
遊んだり、保護者の悩みなどの相談に一生懸命応えていきます。ぜひ、親子で参加
してください。
日時　１月 11日・25日、２月８日・22日、３月８日　
　　　※各日とも火曜日　10時 30分～ 11時 30分
場所　本庁舎１階　市民スペース
対象　未就園児の親子

問 こども園さくら（園長 堀）☎（２４）３９００

お手伝いで「社会のために働く意識」を育てよう

　おうち時間が増え、家族で一緒に過ごす時間が多くなり、家のお手
伝いをしてくれるようになったお子さんもたくさんいることでしょう。

　家庭は、お子さんにとって安心安全な居場所であるとともに、信頼感や思いや
り、自立心など、人との関係をつくるための基礎である「生きる力」が育まれる
大切な場所です。「生きる力」を育むためには、家庭でのお手伝いが重要だと言
われています。お手伝いを任せれば、「自分の仕事」として責任をもつようになり、
自主性が身に付きます。さらに、自分が家族の一員として「人のために役に立っ
ているという感情（自己有用感）」を高めることができます。自己有用感は、将来、
社会のために働く意識につながる大事な感情です。可能な範囲でお手伝いに取り
組めるよう、お子さんと話し合いましょう。どのようなお手伝いであっても、お
子さん自身が最終決定することが大切です。たくさんほめ、そして認めてあげる
ことで、自己有用感を高め、社会のために働く意識を育んでいきましょう。
年末年始はお子さんがお手伝いで活躍できる機会です。ぜひ、親子でコミュニケー

ションを楽しみながら、チャレンジさせてあげてください。令和4年が穏やかで家族
みんなの笑顔あふれるハッピーな1年になりますように。生涯学習課 ☎(21)2490　

　そのべ児童館は、乳幼児の親子が中心となり、
18歳未満の児童が集う場所です。
　ぺたぺたひろば、きねんび☆ photo、親子ビク
スなどの毎月の定例行事に加え、季節の製作や遊び
を楽しむ月1回のイベントを開催しています。
　今秋、テラスを
より使いやすくリ

ニューアルしました。広いテラスでのびのびと遊ぶ
ことができます。是非、遊びに来て下さい。

　　 詳しくはHPをご覧ください ⇒

「そのべ児童館」

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 1月４日（火）14時～15時 30分定 30人（先着順）内伝承あそび～くるくる万華鏡作り＆新春書き初め～
★１月は豆まき会も予定しています。ママといっしょ、キッズ体操教室などその他のイベント内容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

新春福引き時 1月5日（水）10時～定 30人（先着順）きねんび☆photo時 1月7日（金）9時30分～ ぺたぺたひろば時 1月11日（火）、12日（水）
受付10時～11時 ベビービクス時 1月17日（月）10時～ 鬼はそと︕時 1月25日（火）10時～ ★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

２０２２年︕お正月遊び時 1月 4日（火）～9日（日）休館日を除く開館時間内自由参加 狙って︕飛ばして︕鬼退治︕時 1月 29日（土）14時～
17時申随時 ☆共通事項 対 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

ほんわかタイム時 1月14日（金）10時～11時対 0歳児と保護者内ふれあい遊び・親子で制作申 12月24日（金）9時～ 子育て講座「親子リトミッ
ク」時 1月 28日（金）10時～11時 30分対 1歳以上児（歩行可能なお子さん）と保護者申 1月 7日（金）9時～ ★他、詳細はHPにて

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 1月 14日（金） 1.2 たいそう時 1月 12日（水） 健康相談日・双子ちゃん遊ぼう時 1月 17日（月）
レッツ A･B･C 時 1月 19日（水） キッズサロン時 1月 21日（金） リズム de ポン時 1月 24日（月） 豆まきだよ︕集合時 1月 31日（月）

さくら３J ホール☎（22）7100
 9時～18時・日曜祝日休

お正月遊びを楽しもう︕時 1月 8日（土）9時～12時場さくら３Ｊホール児童館対小学生内オリジナル凧作りなど
費 100円申電話にて前日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

親子で楽しみましょう　絵本　大好き︕時 1月24日（月）対 1歳前後から みんなでおめでとう︕時ハーフ・1・2・3ｔｈバースディ：1月12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

2月のカレンダー作り時1月12日（水）、26日（水）両日午前のみ 身体測定時1月17日（月）午前、午後 ベビーフォトガーランドをつくろう時1月20日（木）、31日（月）
両日午前のみ コロポックルお話しの会時 2月2日（水） 10時30分～11時10分 リフレッシュ体操時 2月22日（火）10時～11時 ★詳細はＨＰをご覧ください

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

節分イベント時１月21日（金）10時30分～11時30分場栃木保健福祉センターレク室対未就園児の親子10組内手遊び ,歌 ,読み聞かせ ,制作申 12月20
日（月）～来館して申込※イベント参加後の入館はご遠慮下さい。 ★【お知らせ】12月28日（火）～１月４日（火）冬期休業、1月22日（土）館内清掃のため休館

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

ママの癒しタイム（フラワーアレンジメント）時 2月1日（火）申 1月14日（金）あかちゃんサロン時 2月3日（木）または10日（木）申 1月12日（水）ころころ広場
時①2月8日（火）②15日（火）申 1月14日（金）みんなでゆらゆらフラダンス時 2月17日（木）申 1月19日（水）リトルサロン時 2月24日（木）申 1月19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 1月25日（火）①10時～②11時～費 100円※初回参加者+100円申 1月18日（火）～ 産後の骨盤調整時 1月18日（火）AM※ひとり
30分費 3千円、託児一人100円申 1月11日（火）～ アロマハンド＆ヘッドマッサージ時 1月11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

ハッピーくじ（お楽しみ景品付き）時 1月 4日（火）～ 9時～16時 30分（くじが無くなり次第終了）内くじを引き新年の運勢を占おう！対乳幼児～高
校生 チャレンジタイム時 1月 29日（土）14時～14時 30分対幼児（保護者同伴）・小中学生内全集中！鬼タワーをたおせ！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

節分製作時 1月 27日（木）、31日（月）①10時～②11時～定 3組ずつ申 12月 28日（火）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　お正月遊び時 1月7日（金）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者内みんなで初遊びを楽しみましょう。 わくわくタイム　節
分制作と豆まき遊び時 1月28日（金）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者内疫病退散！親子で節分！ ☆共通事項 申 12月23日（木）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 1月20日（木）10時30分～対妊婦さんと1歳前後までの乳幼児内ベビーマッサージ、体重測定費 350円申 12月23日（木）
10時～電話にて 節分でんでんだいこ製作時 1月31日（月）10時30分～対未就園児と保護者定 10組（先着順）申 1月7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

身体測定時 1月6日（木）凧・こま制作時 1月13日（木）節分の制作時 1月20日（木）
親子ヨガ時 1月28日（金）対 1歳6ヵ月以上のお子さん申 12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 1月 5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

骨盤ケア時１月19日（水）10時30分～対乳幼児と保護者、保護者のみも受講可申１月11日（火）９時より電話受付
持汗拭きタオル、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♪

■ 就学援助制度「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給のお知らせ
　令和４年４月に市内の小学校・中学校に入学予定のお子さまがいる世帯で、経済
的理由によりランドセル・制服等の入学前に必要なものの購入にお困りの方を対象
に、就学援助費の新入学児童生徒学用品費を入学前の３月に支給します。対象者や
申請方法等、詳しいことは問合先へ。

                                                                   問 教育総務課 ☎（２１）２４６２                                                                   


