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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。

■公立支援センター合同行事いちご狩り
日時　3月1日（火）10時30分（受付10時～）
場所　いわふねフルーツパーク（岩舟町下津原）
対象　未就園児親子
定員　60組程度
費用　親子1組1,450円（30分摘み、食べ放題）
申込　2月1日（火）～18日（金）に、
　　　各公立支援センターまで

問 地域子育て支援センターおおひら ☎（４３）１１３４

■栃木市ハッピー子育て講座　～父親限定スペシャルバージョン～
「お父さん集まれ！スマホアプリで、親子のコミュニケーションを充実させよう！」
　大人気のカメラアプリで十分に楽しんだ後に、親子のコミュニケーションツール
としての活用法を考えます。また、デジタル機器の「家庭でのルールづくり」につ
いても意見交換をします。子育て世代のお父さん同士で、楽しい学び合いをしませ
んか？
日時　①２月 20日（日） 、②３月６日（日）　両日 10時～ 11時 30分
　　　※両日ともに、同じ内容の講座になります。
場所　キョクトウとちぎ蔵の街楽習館
　　　（栃木市市民交流センター／入舟町）大交流室
　　　※Wi-Fi 環境有
対象　市内小・中学生の父親
定員　各回 10人（先着順）　
費用　無料　
申込　電話にて問合先へ

　　　　　　　　　　　問 生涯学習課 ☎（２１）２４９１

　とちぎ未来アシストネットの学校支援ボランティアは、子
どもたちが身近な地域の中で、たくさんの人と関わりながら
自然や歴史、文化、産業などへの理解を深める活動を支援し
ています。
　子どもたちは、地域にお住まいのボランティアによる支援
を受けながら、伝統工芸

などの作業体験や、史跡での現地学習を行うこ
とにより、身近にある自然や伝統のすばらしさ
に気付くだけでなく、地域の方に尊敬の念を抱
いています。
　このように、学校支援ボランティアによる活
動は、栃木市教育のスローガンである「ふるさ
との風土で育む、人づくり・まちづくり」の実
践につながっています。
　　　　　　　　生涯学習課 ☎（21）2490　

ふるさとの風土で育む人づくり

　はこのもり児童センターは、0～18歳未満の子どもたちが利用できる施設です。
　たくさんのおもちゃや、パソコン、バスケットボール等で遊べ、スタジオ（要予約）
ではバンドの練習などもできます。また、夏まつり、バスツアー、移動動物園など
のイベント、月2回の季節にあわせた楽
しい工作やクッキングなどをスタッフ一
同で企画しています！お友だちを誘って
みんなで来てくださいね！　（開館時間
9～19時、水曜休館日）

　　  詳しくはHPをご覧ください ⇒

「はこのもり児童センター」

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

ひな人形作り時 2月 27日（日）10時～11時 30分（時間内参加自由）定 30組（先着順・未就学児は保護者同伴）
内「ちょこんと雅な飾り雛」　★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

きねんび☆ photo 時 2月1日（火）9時30分～ ぺたぺたひろば時 2月8日（火）9日（水）10時～ 親子ビクス時 2月21日（月）10時
～ 雛人形を作ろう時 2月22日（火）10時～内身近な材料で雛人形を作る　★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

キラキラロリポップ時 2月 5日（土）14時～15時対小学生以上18歳未満定 20人申 1月 15日（土）～30日（日）詳細はホームページをご覧ください
費 150円持エプロン・三角巾・マスク ぐらぐら︕︖ひし餅積みゲーム時 2月 26日（土）・27日（日）14時～定各日30人申当日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

ほんわかタイム時 2月 1日（火）10時～11時対 0歳児と保護者申 1月 25日（火）9時～電話のみ プチなかよしタイム時 2月 8日（火）10時～11時
対令和2年10月～12月生まれまでの児と保護者内親子で制作と新聞紙あそび申 1月 31日（月）9時～電話のみ　★その他、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

1.2 たいそう時 2月2日（水） 親子ふれあい給食時 2月7日（月） レッツ A･B･C 時 2月9日（水） 健康相談日・双子ちゃん遊ぼう時 2月14日（月） 
リズム de ポン時 2月 28日（月）

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

楽器を作って遊ぼう︕時 2月7日（月）対 1歳から みんなでおめでとう︕時ハーフ・1・2・3ｔｈバースディ：2月2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 2月4日（金）、16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 2月9日（水）、10日（木）両日午前のみ
3 月のカレンダー作り時 2月14日（月）、17日（木）両日午前のみ エレクトーンコンサート時 3月2日（水）10時10分～11時申受付中

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

ひなまつりイベント時２月28日㈪10時30分～11時30分場栃木保健福祉センターレク室（おもちゃ図書館隣）
対未就園児の親子10組内手遊び、歌、読み聞かせ、制作申１月20日㈭～来館して申込　★イベント参加後の入館はご遠慮ください。

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

ころころ広場時 3月4日（金） 内お楽しみ会申 2月4日（金）
あかちゃんサロン時 3月10日（木）または17日（木）内ベビーリトミック申 2月2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 2月22日（火）①10時～②11時～費 100円※初回参加者+100円申 2月15日（火）～ アロマハンド＆ヘッドマッサー
ジ時 2月2日（水）10時30分～12時費無料 令和 4 年度幼児クラブ会員募集 詳細は8ページ「募集」欄にて

大平みなみ児童館 ☎（43）9880
 8 時 30分～17時・月曜祝日休

おひるねくまさんパイ時 2月 12日（土）14時 30分～ 15時 30分対小学生定 10人費 200円申 1月 21日（金） チャレンジタイム時 2月 26日（土）
14時～14時 30分対幼児（保護者同伴）・小中学生内ひなまつりビンゴ申当日13時45分～ 令和 4 年度幼児クラブ会員募集 詳細は8ページ「募集」欄にて

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

ひなまつり製作時 2月 18日（金）、24日（木）①10時～　②11時～定 3組ずつ申 1月 26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

子育て講座　親子ヨガ時 2月18日（金）10時30分～11時30分対１歳半以上児と保護者内親子ヨガでいきいきリフレッシュ！ わくわくタイム　お
ひなさま制作時 2月25日（金）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者内お子さんと楽しく作りましょう。 ☆共通事項申 1月24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 2月17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 1月27日（木）
10時～電話にて ひなまつり製作時 2月28日（月）10時30分～対未就園児と保護者定 10組（先着順）申 2月7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

身体測定時 2月3日（木） 運動遊び時 2月10日（木） 食育講座時 2月17日（木）
ひな祭り制作時 2月24日（木）申 1月25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

季節の壁掛制作時 2月 2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
★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

親子ビクス時２月22日（火）10時30分～対乳幼児と保護者申２月７日（月）９時より電話受付※５月に受講できなかった方優先持汗拭きタ
オル・飲み物・動きやすい服装　★他にも、親子で楽しめる活動を沢山行っています。詳しくはＨＰをご覧下さい♪

☎（24）4034


