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＝日時／時間　 ＝場所　 ＝対象　 = 内容　
＝講師　 ＝定員　 ＝費用　 ＝持物　 ＝申込

けやき保育園子育て支援センター
（きらり／☎ 23‐8905）

いまいずみ児童館
（☎ 27‐5322）

○ぷちぷちひろば
２月12 日（火） ０～ 11 か月児

○のびのびひろば
２月13 日（水） １歳以上の未就

園児
☆のびのびひろば、ぷちぷちひろば
共 通 事 項　 10 時 30 分 ～ 11 時
30 分（時間内参加自由） 楽しく作っ
てみようウィンタードーム！
○ぺたぺた記念日

２月 20 日（水）10 時～ 11 時 30
分（時間内参加自由） ０歳以上
手形・足形、身長・体重測定
○０歳親子ビクス

２月 25 日（月）10 時～ 10 時 45
分 ０歳～ 11 か月児と保護者 25 組

（先着順） 大橋光子氏 バスタオ

そのべ児童館
（☎ 20‐6231）

地域子育て支援センターおおひら
（☎ 43‐1134）

○ころころ広場
２月５日（火）新聞紙で遊ぼう、19

日（火）ウルトラボール製作、26 日（火）
おひなさま製作 10 時 30 分～ 11 時
30 分（時間内参加自由） 大平みな
み児童館 乳幼児と保護者
○赤ちゃんサロン

２月14 日（木）・21 日（木）10 時
30 分～ 11 時 30 分 大平みなみ児
童館 ０歳児と保護者 30 組 ふれ
あい遊び、ママ同士のおしゃべり、
身体計測（14 日のみ） 受付中
○赤十字幼児安全法講習会②　「育
メンあつまれ～」

２月 23 日（土）10 時 30 分～ 12
時 大平みなみ児童館 乳幼児の保
護者・祖父母 20 人（託児あり） 乳
幼児に起こりやすい事故、応急手当、
心肺蘇生の仕方等 日赤幼児安全法
指導員 バンダナ（大きめのハンカ
チ）、ストッキング、飲み物、動きや
すい服装 １月 22 日（火）～

さくら保育園子育て支援センター
（ゆめふうせん／☎ 24‐3900）

○双子ちゃん遊ぼう
２月４日（月）10 時～ 12 時 未

就園児の双子と保護者または双子を
妊娠中の方 無料（一般の方にも開
放）
○親子ふれあい給食

2 月４日（月）受付 10 時～ 10 時
30 分 当日先着５組 800 円
○健康相談日

２月18 日（月）10 時～ 15 時 身
体測定※午前中、助産師相談（予約
不要）あり
○マタニティー＆ベビーの日

２月 21日（木）14 時～ 15 時 妊
娠５か月以上（臨月を除く）の妊婦
または夫婦２組 赤ちゃんのお世話、
調乳、おやつ試食 エプロン、母子
手帳 無料 10 時～ 15 時に電話
で
○赤ちゃんサロン（ちゅうりっぷコー
ス

２月 21 日～（木曜日全４回）10
時～ 11 時 30 分 平成 24 年 7、8、
9 月生まれの乳児と保護者 20 組（先
着順） 子育ての情報交換　離乳食
試食等 無料（材料費等実費） ２
月４日（月）～ 15 日（金）にメール
sakura-3j@sakura-kids.jp に保 護 者
名、子ども名、読み仮名、生年月日、
〒住所、電話番号を送信※ 案内は、
後日郵送します。

地域子育て支援センターつが
（☎ 27‐2122）

さくら３Ｊホール

○すくすくタイム
２月７日（木）身長・体重測定、

14 日（木）バレンタイン製作（先着
20 組）、21 日（木）雛人形製作（先
着 20 組）、28 日（木）お店やさんごっ
こ
☆共通事項　時間は 10 時 30 分～
11 時 30 分 未就園児と保護者
無 料 14 日・21日（要予約）７日・
28 日不要

○身体測定・手形の日☆
◇０歳～２歳未満 ２月４日（月）、
５日（火）◇２歳以上 ２月６日（水）
いずれも時間は 10 時 30 分～ 11 時
30 分
○絵本の会☆

２月 14 日（木）10 時 45 分～ 11
時 15 分
○親子フレッシュ体操（親子で楽しく
体操しましょう！）

２月18 日（月）10 時 30 分～11 時
30 分 １歳半以上児と保護者 20 組

２月４日（月）～６日（水）10 時～
電話で
〇給食の試食会に参加しませんか！

２月 20 日（水）11 時 30 分～ 12
時 30 分 ２歳 以 上児５組 １組
500 円 12 日（ 火 ） ～ 14 日（ 木）
10 時～電話受付（抽選※当選者には
後日連絡します）
○カレンダー作り☆

２月 25 日（月）・27 日（水）10 時
30 分～ 11 時 30 分、２月19 日（火）
13 時 30 分～ 14 時 30 分
〇エレクトンコンサートに来ません
か！！

３月４日（月）10 時 30 分～ 11 時
30 分 １歳半以上児と保護者 20 組

２月 25 日（月）～ 27 日（水）10
時～電話受付（先着順）
　☆印は自由参加です。

○親子で楽しむ　ビデオ鑑賞
２月 18 日（月） １歳６か月～

未就園児
○エプロンシアターを　みて　あそ
ぼう
◇６か月～１歳５か月児

２月19 日（火）、25 日（月）、28 日
（木）
◇１歳６か月～未就園児

２月 21日（木）、26 日（火）
☆共通事項　時間は 10 時 30 分～
11 時 30 分 15 組 １月 29 日（火）
～ 31日（木）９時～ 15 時

（☎ 22‐7100）

ひがしのもり保育園子育て支援センター
（ふれあいポッケ／☎ 27‐8890）

地域子育て支援センター
（☎ 23‐2740）

○ほんわかタイム
２月５日（火）当日受付 ０歳児と

保護者 親子でのふれあい遊びとお
しゃべりタイム
○プチなかよしタイムⅣ期②

２月19 日（火）８時 30 分～ 17 時
平成 24 年１月～３月生まれの乳児

と保護者 15 組（先着順） 親子で
ふれあい遊びと栄養士の話 １月４日

（金）～
☆共通事項　時間は 10 時～ 11 時
無料

地域子育て支援センターふじおか
（☎ 62‐5011）

地域子育て支援センターにしかた
（☎ 92‐2900）

○鬼のお面製作
２月１日（金） 10 時 30 分～

○アンパンマンのシールあそび
２月13 日（水）10 時 30 分～

○おひなさま製作
２月 20 日（水）10 時 30 分～

○開放保育
２月 27 日（水）10 時 30 分～

☆共通事項　 地域子育て支援セン
ターにしかた 未就園児と保護者
無料　

○お菓子作りに挑戦！
２月２日（土）13 時～ 16 時（集合

12 時 30 分） 先着 15 人 エプロン、
三角巾 500 円 １月 21日（月）～
２月１日（金）電話受付
○児童館フェア2013

２月17 日（日）12 時～ 15 時 30
分 グランディ科学ランド内（多目的
ホール、企画展示室、学習室） 県
内の児童が集まって、児童館で人気
の遊びや工作を紹介します。

○豆まき会
２月２日（土）10 時 30 分※時間ま

でに来てください おにのポシェット
を作って、みんなで鬼退治をしよう！
○スマイル・スマイル～親子でお友だ
ちつくり～

２月８日（金）10 時～ 11 時 30
分（時間内参加自由） 3 か月～ 1
歳 5 か月児と保護者 かわいいまつ
ぼっくり雪だるま作り
○わくわくたいむ

２月９日（土）14 時～ 15 時 30
分（時間内参加自由） ４歳児以上

大切な人に贈ろう！切り抜き絵カー
ド作り
○にこにこたいむ～親子でお友だち
つくり～

２月12 日（火）10 時～ 11 時 30
分（時間内参加自由） 1 歳 6 か月
以上の未就園児と保護者 かわいい
まつぼっくり雪だるま作り
○ひな人形作り

２月 23 日（土）、24 日（日）、25 日
（月）10 時 30 分～ 11 時 30 分、15
時 30 分～ 16 時 30 分（時間内参加
自由） つるして飾るゆらりんびな
○３月のママといっしょ「お楽しみ
会」

２月14 日（木）～ 23 日（土）※ 4
クラス共通
◇うさぎクラス（6 ～ 11 か月児と保護
者） ３月１日（金）10 時 30 分～

バスタオル
◇くま①クラス（1 歳～ 1 歳 5 か月児
と保護者） ３月５日（火）10 時 30
分～
◇くま②クラス（1 歳 6 か月～ 1 歳 11
か月児と保護者） ３月５日（火）11
時 15 分～
◇ぞうクラス（2 歳以上の未就園児と
保護者） ３月８日（金）10 時 30
分～ クレヨン
☆共通事項　 無料 電話または直
接いまいずみ児童館へ
○栃木市チャレンジ母親クラブ
◎平成 25 年度会員募集―みんなで
一緒に子育てしましょう―
　チャレンジ母親クラブは、いまいず
み児童館を拠点として次の活動をして
います ０～ 12 歳（小学生まで）の
子どもと母親他 40 組（先着順）
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

入会金 1,000 円（大人保険料を含
む）保険料：子ども１人 100 円※行
事により実費有り ２月１日（金）～
いまいずみ児童館にある申込み用紙
に代金を添えて窓口へ

○身長体重・手形測定
２月７日（木）０～１歳児、２月14

日（木）２～未就園児 乳幼児と保
護者 測定結果をカードに記入 ２
月６日（水）まで
○お誕生会（1月～3月生まれ）

２月 22 日（金） 乳幼児と保護者
20 組 1 月～ 3 月生まれのお友達
のお祝い ２月４日（月）～（先着順）
☆共通事項　時間は 10 時 30 分～
11 時 30 分 無料　

ル、飲み物、動きやすい服装 ２月
12 日（火）～
○おひさまクラブ参加者募集

平成 25 年４月～平成 26 年３月
の１年 間（ 月）10 時～11 時 平成
23 年４月１日以前に生まれた未就園
児と保護者 ２月４日（月）～ 18 日

（月）
　☆共通事項　 無料

大平児童館（☎ 43‐2350）
大平みなみ児童館（☎ 43‐9880）

平成 25 年度児童館幼児クラブ会員
募集

4 月～平成 26 年３月まで 10 時
30 分～ 11 時 30 分※大平児童館は
水・木、大平みなみ児童館は水・金
に開設（月３回程度） 満２歳児（平
成 22 年４月２日～平成 23 年４月１日
生まれ）／満３歳児（平成 21 年４月
２日～平成 22 年４月１日生まれ）
満２歳児・満３歳児合わせて 50 人程
度（先着順） ２月６日（水）・７日（木）・
８日（金）に、直接それぞれ入会希望
の児童館に申込み

ファミサポ講習会

○小児科医の話
２月６日（水）13 時 30 分～ 15

時 とちぎコミュニティプラザ２階大
会議室 50 人 子どもの病気と病
院に行く時の心構え
○食育

２月 22 日（金）10 時～ 11 時 30
分 とちぎコミュニティプラザ２階調
理室・和室 簡単おやつ作り
☆共通事項　 ファミサポに関心の
ある方。会員さんでなくても参加可。
託児あり １月18 日（金）～ファミ
リー・サポート・センター栃木（☎ 25
‐1040）大平（☎ 43‐1134）

　

　

　

　

　

　

　

　

　


