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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！

時日時 場場所 対対象 内内容 定定員 費費用 持持ち物 申申込児童館・支援センターなどのお知らせ児童館・支援センターなどのお知らせ

５５

（募集）写真の裏に赤ちゃんの名前（ふりがな）・生年月日・住所・電話番号・保護者名を記入のうえ〒 328-8686 栃木市役
所広報課へ（締切当日必着）。写真は返却しません。
（締め切り）令和 3年 7月生まれ５月 13日（金）、令和 3年 8月生まれ 6月 13日（月）※封筒に差出人住所を明記ください。
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■栃木市幼稚園連合会は、「お子さんの育ち」と「子育て」を応援しています
　子どもたちが心豊かにたくましく成長できる
よう「子育て環境づくり」を積極的に推進して
います。
主な実施事業
子育て相談　子育てに関する悩みや就園に関する相談の受付
未就園児親子教室　未就園児親子を対象に楽しい時間の提供
預かり保育 保育時間終了後や春・夏・冬の長期休み期間の預かり保育
　　　　　　（１号認定）
※園ごとに実施事業や内容および2歳児の受け入れ状況等が異なり
ます。詳しくは各園へお問い合わせください

問 保育課 ☎（２１）２２３１

生涯学習課 ☎（21）2490　
　新緑と青空がまぶしく、エネルギーあふれる季節になりました。４月に入学・入園、進級した子ど
もたちも学校や環境に慣れ、はつらつと生活していることでしょう。一方で、適応するための緊張感

や新しい人間関係などに疲弊し心身ともに、疲れが出てくるのもこの頃です。加えてずっと続く制限のある生活。
お子さんが家に帰ってきたら、まず笑顔と温かい言葉で迎えてあげましょう。
　山口県で長く教育に携わってきた緒

お が た
方甫
はじめ
さんが提唱する「子育て四訓」を紹介します。「１．乳児はしっかり肌

を離すな　２．幼児は肌を離せ手を離すな　３．少年は手を離せ目を離すな　４．青年は目を離せ心を離すな」子
どもの成長を四段階に分けて、それぞれの時期に合った親子の関わり方について提唱しています。近年、子どもに
対して過干渉・過保護な親が増え、自立できない子どもが増えていると言われています。子育てでは、子どもの成
長に合わせて適切な距離をとりながら、自然な自立を促すことが大切です。子どもの個性はそれぞれに違うので正
解はないのかもしれませんが、「子育て四訓」はヒントになると思います。はじめから完璧な親はいません。「子育
ては親育て」とも言われています。親子のよりよい関係を保ちながら、ともに成長していきましょう。　

親子関係のヒント！「子育て四訓」

「さくら３Jホール」（泉川町）

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５月７日（土）１４時～１５時３０分対４歳～（未就学児は保護者同伴）
定当日３０人（先着順）費無料内母の日のプレゼント作り～キャンディマグネット～
★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HP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 5月6日（金）9時30分～ ぺたぺたひろば時 5月10日（火）、11日（水）
10時～11時 ベビービクス時 5月 16日（月）10時～ 親子ふれあい遊び時 5月 24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

組み紐ストラップ時 5月 7日（土）①14時～②15時～対小学生以上18歳未満 段ボール
★鍵付き宝箱時 5月 22日（日）①14時～②15時～対 18歳未満（未就学児は保護者同伴） 
☆共通事項定各時間10名申当日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

プチなかよしタイム時 5月 17日（火）10時～ 11時対令和3年 1月 1日～4月 1日生まれまでの子
内親子で制作とお散歩申 4月 28日（木）9時～電話にて 子育て講座「ベビーマッサージ」時 5月 20日（金）
10時30分～12時対 0歳児と保護者10組申 5月 9日（月）9時～電話にて ★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

親子ふれあい給食時 5月 9日（月） 1.2 たいそう時 5月 11日（水） 健康相談日・双子ちゃん遊ぼう時
5月 16日（月） レッツ A･B･C 時 5月 18日（水） リズム de ポン時 5月 30日（月）赤ちゃんサロ
ン時①4月28日（木）②5月26日（木）対①R3.7～ 9月生まれ②R3.10～ 12月生まれ

さくら３J ホール
☎（22）7100
 9時～18時・日曜祝日休

工作教室「森の妖精キーホルダー作り」時 5月 21日（土）9時～11時
対小学生定 15人（先着順）費 100円申電話にて前日15時まで受付
※中止の場合はご連絡致します。

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

ピラティスレッスン（ママと子どものゆったりタイム）時 5月 19日（木）みんなでおめでとう︕
時ハーフ・1・2・3ｔｈバースディ：5月 17日（火）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

身体測定時 5月 9日（月）、18日（水）午前 6 月のカレンダー作り時 5月 19日（木）午前、
25日（水）午後 4，5 月生まれの誕生会時 5月 20日（金）10時30分～11時
親子ヨガ時 5月 27日（金）10時～11時申 4月 25日（月）～

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

ママのためのハンドトリートメント時５月13日（金）10時～12時（1組15分程度）場栃木保
健福祉センターレク室対未就園児親子15組内 15分間のハンドトリートメントでリフレッシュ！
お子様はスタッフがお預かりします。申初参加の方優先、5月6日（金）までに来館して予約

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 6月2日（木）または9日（木）申 5月11日（水）～ 子育て相談時 6月7日（火）
申 5月20日（金）～ ママの癒しタイム時 6月14日（火）申 5月20日（金）～ ころころ広場時①6月
21日（火）②28日（火）申 5月13日（金）～ リトルサロン時 6月23日（木）申 5月11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 5月24日（火）①10時～②11時～費 100円※初回参加者+100円申 5月17日（火）
～ アロマハンド＆ヘッドマッサージ時 5月 6日（金）10時30分～12時費無料 出前児童館時 5月 17日
（火）10時～11時頃費無料場都賀公民館（講堂）申 5月 10日（火）～15日（日） ★詳細はHPにて

大平みなみ児童館
☎（43）9880
 8 時 30分～17時・月曜祝日休

チャレンジタイム時 5月 28日（土）14時～14時 30分
場大平みなみ児童館内しっぽとりゲーム対小中学生・幼児（保護者同伴）申当日

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

5、6 月生まれのバースデーカード作り時 5月 26日 （木）①10時～②11時～
定各回3組ずつ申 4月 20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　春のウェルカムボードづくり時 5月 12日（木）10時 30分～11時 30分対 2歳以
上児と保護者 わくわくタイム　楽しい粘土あそび時 5月 26日（木）10時 30分～11時 30分対
1歳 6か月以上児と保護者 ☆共通事項申 5月 6日（金）9時～ ★詳しい内容はHPをご覧下さい。

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 5月 12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4月21日（木）10時～電話にて 手作りかわいい楽器製作時5月23日（月）
10時30分～対未就園児と保護者定 10組（先着順）申 5月 2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

えのぐで遊ぼう時 5月 12日（木） 園庭で遊ぼう時 5月 19日（木） 親子エアロビクス時 5月
24日（火） ０歳のリトミック時 5月 26日（木）申 4月 26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

季節の壁掛け制作時 5月 11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組費無料申事前申込
★その他行事は、HP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

リズムと心の癒し時５月24日（火）10時30分～申５月９日（月）～
歯科衛生士さんの講話時６月１日（水）10時30分～申５月23日（月）～
☆共通事項対乳幼児と保護者申９時より電話受付。 ★詳しくはＨＰをご覧下さい♪

　こんにちは！さくら３Jホール児童館では、屋外遊びのフリースペースが整備されてお
ります。うんていや鉄棒・砂場遊びなどの遊具
や鬼ごっこなどで子どもたちがのびのびと遊ん
でいます。室内には『LEGO』や『カプラ』コー
ナー、ボール遊びのできる室内ホールがありま
す。また、工作教室や正月遊び等の季節のイベ
ントも開催していますので、お気軽
にお越し下さい！
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園 名 電 話 番 号
認定こども園栃木幼稚園 ☎（24）4802
認定こども園若葉幼稚園 ☎（24）4075
認定こども園アルス幼稚園 ☎（22）0824
認定こども園おおみや幼児教育センター ☎（28）0038
認定こども園國學院大學栃木二杉幼稚園 ☎（22）3175
認定こども園ひらかわ幼稚園 ☎（27）0236
認定こども園吹上幼稚園 ☎（31）1543
認定こども園アルス南幼稚園 ☎（23）7155
認定こども園都賀幼稚園 ☎（27）7155
認定こども園おおひらふじ幼稚園 ☎（43）3665
認定こども園大平みなみ幼稚園 ☎（43）3810
幼保連携型認定こども園バンビ幼稚園 ☎（62）5431
認定こども園ふじおか幼稚園 ☎（61）1152
認定こども園岩舟幼稚園 ☎（55）2154
認定こども園しずわでら幼稚園 ☎（54）1152
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