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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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（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８月生まれ６月 13日（月）、令和 3年９月生まれ７月８日（金）※封筒に差出人住所を明記ください。

令和令和３３年年

生涯学習課 ☎（21）2490　子どもたちの地域参加

　アシストネット活動の多くが、地域の方々による学校支援で
すが、子どもたちの地域行事への参加もあります。子どもたち
が、地域の方とコミュニケーションをとりながら活動すること

により、地域の一員としての意識を高め、郷土の良さを再認識できます。
　地域のお祭りでは、子どもたちが大人の指導を受けながら、自分たちにでき
る活動を考えます。仲間と協力して模擬店をオープンし、自分たちが作ったゲー
ムを楽しんでもらったり、パンフレットを渡し道案内のボランティアをしたり
とお祭りを盛り上げています。このように、とちぎ未来アシストネットは、地
域ぐるみで子どもたちの「生きる力」を育み、地域の絆づくり・まちづくりに貢献しています。
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　子育て支援センター　ふれあいポッケは、おおみや幼児教育センター
南館で活動しています。親子のふれあいを大切に、季節の歌や遊びを取
り入れる他、絵本の読み聞かせ・親子スキンタッチ・エアロビクス・ピ
アノ演奏によるリズム遊びなどの講座も開催しています。子育てについ
ての思いを共有し、楽しい子育てができるよう、安心、安全な遊び場所
を用意して、皆様のご参加をお待ちしております。

 「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」（大宮町）

■令和４年度学童保育夏休み利用申込受付
　保護者の就労等により、家庭での保護指導を受けられない児童を対象に、夏休みの期間中の
みの学童保育利用申し込みの受付をいたします。現在学童保育を利用されている方については、
改めて申し込みをする必要はありません。
対象　栃木中央小、栃木三小、栃木四小、栃木五小、南小、吹上小、皆川城東小、千塚小、国府北小、国府南小、
　　　大宮南小、大宮北小並びに大平、藤岡、都賀、西方、岩舟地域内各小学校通学区域内学童保育
申込　６月３日（金）～ 16日（木）に申込用紙（問合先〔本庁舎２階〕、各総合支所および各学童保育で配布。
　　　市ホームページにも掲載）を問合先または各総合支所地域づくり推進課（西方を除く。）へ提出してください。
　　　※西方小・真名子小は６月 10日（金）まで・社協西方支所へ
　　　※定員には限りがありますので、お申込みいただいても利用できない場合や他学童となる場合があります。
問 子育て支援課 ☎（２１）２２２３　※国府北小、国府南小、大宮南小、大宮北小は☎０８０- ９５７１-
３６３９（NPO法人スマイルクラブ）に、西方小・真名子小は☎（９２）８０８０（社協西方支所）へお問い合
わせください。

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

にこにこたいむ時６月７日（火）１０時～１１時３０分対市内在住の未就園児とその保護者
定３０人（当日先着順）費無料　内「おえかきティッシュボックスカバー作り」
 ★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６月７日（火）９時30分～ ぺたぺたひろば時６月14日（火）、15日（水）
10時～11時親子ビクス時６月20日（月）10時～ ピョンピョン蛙を作ろう時６月28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

ショップバッグで❤三角コインケース時 6月 5日（日）①14時～②15時～ 
クリア☆マスクケース時 6月 18日（土）①14時～②15時～ 
☆共通事項 定各時間10人申当日9時受付開始（電話可）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

子育て講座「歯みがき講座」時 6月 24日（金）10時～11時 30分対 1歳以上児と保護者申 6月 3日（金）
9時～電話のみ なかよしタイムⅡ期参加者募集時 7月6日～9月14日の毎水曜日10時～11時（全10回）
対 R2年 3月生まれまでの幼児と保護者申 6月 10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

親子ふれあい給食時 6月 6日（月） 1.2 たいそう時 6月 8日（水） 
レッツ A•B•C 時 6月 15日（水） 健康相談日～双子ちゃんも大歓迎～時 6月 20日（月） 
リズム de ポン時 6月 27日（月）

さくら３J ホール
☎（22）7100
 9時～18時・日曜祝日休

写生会＆ハイキング時 6月 11日（土）９時～15時対小学生定 15人
費 100円持 弁当・水筒・色鉛筆・レジャーシート・汚れても良い服装
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

親子でレッツダンス︕（ベビーマッサージ＆親子エアロビ）時 6月 17日（金） みんなでおめ
でとう︕時ハーフ・1・2・3ｔｈバースディ：6月1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 
10時～15時・土日祝休

身体測定時６月１日（水）10時～11時、15日（水）13時30分～14時 30分 ハイハイレー
ス時６月16日（木）10時～11時対ハイハイができる赤ちゃん申５月25日（水）～ リフレッ
シュ体操時７月4日（月）10時～11時対 1歳半以上申５月16日（月）～ ★詳細はHPにて

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

赤ちゃんからの性教育時６月９日（木）10時30分～11時30分場栃木保健福祉センターレクリエー
ション室対未就園児親子内性教育は生教育。曖昧に知っている体のしくみを親から子へきちんと伝え
ていけるようにしませんか？定 10組申初参加の方優先。6月1日（水）までに来館して申込

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 7月 5日（火）または12日（火）内夏祭りごっこ申 6月 10日（金）～ あかちゃん
サロン時 7月 7日（木）または14日（木）内お昼寝アート申 6月 1日（水）～ 2 歳児リトミック
時 7月 21日（木）申 6月 10日（金）～ リトルサロン時 7月 28日（木）申 6月 1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６月21日（火）①10時～②11時～費１００円※初回参加者+１００円申６月14日（火）～
アロマハンド＆ヘッドマッサージ時６月17日（金）10時 30分～12時費無料 出前児童館時６月14
日（火）10時～11時頃場都賀公民館（講堂）費無料申６月７日（火）～12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

父の日のプレゼント作り時 6月 18日（土）10時～11時対小学生内オリジナルタンブラー
作り定 10人費 200円申 5月 27日（金）9時～ チャレンジタイム時 6月 25日（土）14
時～14時 30分対小中学生・幼児（保護者同伴）内なぞなぞ大会申当日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

6、7 月生まれのバースデーカード作り時 6月 16日（木）①10時～②11時～
定各回3組ずつ申 5月 19日（木）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　親子の音楽療法時 6月 9日（木）10時 30分～12時対乳幼児と保護者 子育て講座　
発達に合わせた子育てと対応～子育ての悩みありますか︖～時 6月 30日（木）10時 30分～11
時 30分対乳幼児と保護者 ☆共通事項申 5月 30日（月）9時～ ★詳細は市HPをご覧ください

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 6月16日（木）10時30分～対妊婦さんから1歳前後の乳幼児内ベビーマッサー
ジ、体重測定費 350円申 5月26日（木）10時～電話にて 七夕飾り製作時 6月27日（月）10
時30分～対 1歳前後から4歳までの未就園児と保護者定 5組申 6月6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

つがっこ・にしっこあそぼー会（都賀・西方交流会）時 6月 1日（水）10時 30分～11時
30分内支援センターにしかたで遊ぼう ベビーマッサージ時 6月 9日（木） 身体測定・制作
時 6月 16日（木） ホールで遊ぼう時 6月 23日（木）申 5月 23日（月）9時～

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

つがっ子・にしっ子あそぼ―会（都賀・西方交流会）時 6月 1日（水）10時 30分～11時
30分場支援センターにしかた（西方なかよしこども園内）対未就園児と保護者内支援センター
にしかたで遊ぼう費無料申要申込★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

歯科衛生士さんの講話時 6月 1日（水）10時 30分～対乳幼児と保護者申 5月 23日（月）
9時より電話受付内講話後に個別相談ができます。申込時、事前にお伺いします。
★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♪

 9時～17時・水曜祝日休
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