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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。

「地域子育て支援センター（とちぎ）」
　地域子育て支援センターは、0歳～ 6歳の子ど
もと保護者との交流の場です。親子で仲間を作り、
楽しい子育てをできるように応援しています。
　どなたでも参加できる絵本タイムをはじめ、
0.1.2 歳児対象の各講座やベビーヨガ等の子育て
講座などたく
さんの行事を

用意してお待ちしています。
　また、子育てに関するお悩みもお気軽にご相
談ください。

　　  詳しくはHPをご覧ください ⇒

■栃木市チャレンジ母親クラブ会員募集－みんなで一緒に子育てしましょう－
対象　0～ 12歳（小学生まで）の子どもと母親 ほか
　　　※行事サポートのみの保護者も可
内容　親子および母親同士の親睦・交流活動／世代間の交流活動
　　　　　　　　　　　　　　　／子育てに関する研修活動／児童の事故防止活動
定員　40組（先着順）
費用　大人の入会金1,000円（保険料を含む）+子供の保険料1人100円
　　　※行事により実費あり　※サポート会員費は500円
申込　2月 1日（火）～いまいずみ児童館にある申込用紙に代金を添えて窓口へ

問 栃木市チャレンジ母親クラブ（いまいずみ児童館内）　☎（２７）５３２２

■栃木市子育てガイドブックを発行しました
　妊娠から出産、子育てに関する必要な手続・サービスに係
る行政情報や子育てに役立つ地域の生活情報等を発信するた
め、栃木市子育てガイドブックを発行しました。このガイ
ドブックは、子育て世代をサポートする様々な情報を掲載
しています。子育て世帯の皆様、ぜひ手に取っていただき、
お役立てください。
配布対象者・配布場所
①母子健康手帳の交付を受けた方（健康増進課・各総合支所）
②市外から転入された子育て世帯の方（市民生活課・各総合支所）
その他
①電子書籍版が市ホームページで閲覧が可能ですのでご活用ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＱＲコード参照 ⇒
② このガイドブックは株式会社サイネックスと官民協働により作成したものです。
発行に係る費用は地元事業者の皆様からの広告収入によりまかなっています。

問 子育て支援課☎（２１）２２８８

叱ることは難しい？

　子育てでは、よい行いをしっかりとほめ、間違った行いはきちんと
叱るのが基本です。でも、市内各地で実施されている家庭教育学級で

この話が出ると、受講された皆さんから「叱ることが多くなってしまう」とのご
意見をいただくことがあります。「ほめること」の大切さはご理解いただけても、
「叱ること」がうまくできないという悩みをお持ちの方が多いように感じます。
最も避けたいことは、感情にまかせて叱ってしまうこと。問題となる行動を改

めさせようと躍起になり、そこに子育てのストレスが加わると歯止めがきかなく
なってしまいます。『叱る』行為には愛情が伴っているべきですが、エスカレート
して感情が爆発すると、愛情が忘れ去られ『怒る』という行為になってしまいます。
　そうならないためにどうしたらよいでしょうか。上手な叱り方のヒント
は「叱られる側」の子どもの立場になって考えることです。子どもを叱る
べき場面だと感じたときに、まず、「そう言われたら子どもはどう感じるだ
ろうか」「子どもはどう受けとめるだろうか」などと考えてみるということ
です。「心と心のつながりを大切にした子育て」こそが一番大切ですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（参考文献 文部科学省「家庭教育手帳」）　　　　　生涯学習課 ☎（21）2490　
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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

まちのおんがくやさんコンサート時 3月20日（日）開場13時～（開演13時30分）場いまいずみ児童館定 50組（先着順。未就学児は保護者同伴）
費無料申 3月 5日（土）～ ★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 3月1日（火）9時30分～ ぺたぺたひろば時 3月8日（火）、9日（水）受付10時～ ベビービクス時 3月14日（月）
10時～ ビンゴ大会時 3月26日（土）10時～ または10時30分～ どちらか１回　★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

Yo ︕黒板☆伝言板時 3月 5日（土）①14時～②15時～定各時間10人申当日9時開始（電話可） みんなでわいわい︕ビンゴ大会時 3月 24日（木）15時～
15時 30分定 50人申当日9時開始（電話可） 移動動物園がやってくる︕︕時 3月 28日（月）11時～15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 3月8日（火）10時～11時対 0歳児と保護者10組申 2月25日（金）9時～電話のみ 令和 4 年度なかよしタイムⅠ期参加者募集時 4月
13日（水）～6月22日（水）10時～11時（全10回）対Ｒ元年12月生までの幼児と保護者申 3月4日（金）9時～電話のみ ★その他、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

1.2 たいそう時 3月 2日（水） 親子ふれあい給食時 3月 7日（月） レッツ A･B･C 時 3月 9日（水） 赤ちゃんサロン時 3月 10日（木）
健康相談日・双子ちゃん遊ぼう時 3月 14日（月） リズム de ポン時 3月 18日（金）

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

♪らんぐざーむ♪と遊ぼう︕時 3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：3月10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
 10時～15時・土日祝休

ベビーフォトガーランドをつくろう時 3月9日（水） 4 月のカレンダー作り時 3月17日（木）、22日（火）両日午後のみ
身体測定時 3月23日（水）

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

春のつどい時３月12日（土）10時～12時場栃木保健福祉センターレクリエーション室対親子20組内ウクレレの演奏とフラダンスで子どもと楽しみ
ましょう。申２月18日（金）～来館して申込　★お知らせ★3/12（土）イベント日、おもちゃ図書館は休館となります。

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

あかちゃんサロン時①4月7日（木）②14日（木）申 3月8日（火） ～ ころころ広場時①4月12日（火）②19日（火） 申 3月18日（金）～ 
ベビーマッサージ時 4月21日（木）申 3月8日（火）～  親子フラダンス時 4月28日（木）申 3月18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 3月22日（火）①10時～②11時～費 100円※初回参加者+100円申 3月15日（火）～ 産後の骨盤調整時 3月8日（火）
AM※ひとり30分費 3千円、託児一人100円申 3月1日（火）～ アロマハンド＆ヘッドマッサージ時 3月2日（水）10時30分～12時費無料

大平みなみ児童館 ☎（43）9880
 8 時 30分～17時・月曜祝日休

食の栄養バランスについて＆うどん打ち時 3月 12日（土）10時～11時 30分対小学生定 10人費 100円申 2月 17日（木）～
チャレンジタイム時 3月 25日（金）・26日（土）14時対小中学生・幼児と保護者内オセロ大会申当日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

リボンでティッシュボックス作り時 3月 1日（火）10時～11時 30分定 6組申 2月 16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　春のガーランド制作時 3月11日（金）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者内お部屋を彩る飾りを作ります。 子育て講座　
お楽しみ広場時 3月17日（木）10時30分～12時対乳幼児と保護者内わくわくどきどき楽しい人形劇です。☆共通事項申 2月22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 ★今後の行事の予定についてはふじおか幼稚園子育て支援センター もりのカフェのホームページをご覧ください。

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 3月3日（木） フォトフレーム制作時 3月10日（木）
手形・足形とり時 3月17日（木）申 2月22日（火）9時～ ★詳細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 3月 2日（水）10時30分～11時 30分場西方なかよしこども園園庭対未就園児と保護者費無料持帽子
申事前申込 ★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

人形劇時 3月 23日（水）10時30分～対乳幼児と保護者申 3月 1日（火）9時より電話受付
★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をご覧ください♪


