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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
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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 9月生まれ 7月 8日（金）、令和 3年 10月生まれ８月９日（火）※封筒に差出人住所を明記ください。
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　子育て支援センターきらりでは、毎月行う活動の他、ハイハイレース・
おやこヨガ・リース作り等、様々な楽
しいイベントを行っています。イベン
トのない日でも、広いお部屋でのんび
り遊んでいただけます。どうぞお気軽
に遊びに来てください♪
　イベントはHPでご案内し
ています。

「けやき保育園子育て支援センターきらり」（城内町 2丁目）

■書道に親しもう
　小学生のみなさん、夏休みに楽しく習
字を書いてみませんか！夏休みの課題や
講師からの課題などを書きます。習字道
具は各自ご持参ください。
対象　市内在住の小学生（小学１、2年生は保護者同伴）
日時　７月 26日（火）～ 28日（木）
　　　10時～ 11時 30分　※ 3日間連続
場所　厚生センター
　　　（栃木第四地区コミュニティセンター／旭町）
定員　20人（先着順）　　　費用　無料
申込　７月１日（金）～ 8日（金）
問 厚生センター　☎（２４）２４４４

■おやこ保育園で一緒に遊びましょう
　保育士が子供たちと遊んだり、保護者の悩みなどの相
談に応じ、「保育園」形式の子育て支援を実施します。
主催：栃木市民間保育園連絡協議会
日時　6 月 28 日、7 月 12 日・26 日、8 月 23 日、
9月13日・27日 ※各日とも火曜日　10時30分～
11時 30分
場所　市役所本庁舎1階
　　　市民スペース（万町）
対象　未就園児のおやこ　
費用　無料
申込　不要
問 こども園さくら　☎（24）３９００

生涯学習課 ☎（21）2490　
子どもの成長と『失敗体験』

　親として、我が子にはできるだけたくさんの成功体験
をしてほしいと願うのが世の常です。成功体験からは成
就感と自信が生まれ、子どもは新たなステージへと進ん
でいくもの。しかし『失敗体験』も同じくらい大切なも
のです。人々が多くの失敗を繰り返し、試行錯誤しなが
らよりよいものを作り上げてきた歴史があるように、失
敗体験から学ぶものは決して小さくありません。
　失敗の中には成功につながるヒントが散りばめられて
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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

夏休み工作～くるくるシャボン玉～時 7月 31日（日）10時～11時 30分、8月1日（月）
10時～11時 30分対 18歳未満（未就学児は保護者同伴）定各日15人申 7月 7日（木）
～ ★ママといっしょ等、その他のイベントは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７月８日（金）９時30分～ ぺたぺたひろば時７月12日（火）、13日
（水）10時～11時 ベビービクス時７月11日（月）10時～ うちわをつくってあそぼう時７
月26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

七夕☆プラバン時 7月 2日（土）～5日（火）、7日（木）14時～ 飛び出そう︕『冒険の森』の巻時 7月 27日（水）
場モビリティリゾートもてぎ（茂木町）対市内在住小学生定 16人（先着順）費 2,200円申 7月 3日（日）
～（電話不可）詳細はＨＰにて 児童センター☆夏祭り時 7月 30日（土）①14時～②15時～定各25人

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 7月 5日（火）10時～11時場支援センタープレイルーム対 0歳児と保
護者内身体測定、ふれあい遊びと親子で制作申 6月 27日（月）9時～電話にて ★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

親子ふれあい給食時 7月 4日（月）、15日（金） 1.2 たいそう時 7月 6日（水） リズム de
ポン時 7月 19日（火） 英語で遊ぼう in Summer 時 7月 20日（水） 健康相談日～双子ちゃ
んも大歓迎～時 7月 25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

ピラティスレッスン（ママと子どものゆったりタイム）時 7月 14日（木） みんなでおめでとう︕
時ハーフ・1・2・3ｔｈバースディ：7月 5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 7月6日（水）10時～11時、7月19日（火）13時30分～14時30分 ふれあいあ
そび時 7月8日（金）10時～11時対 1歳～2歳未満定 8組申受付中 縁日ごっこ時 8月8日（月）
10時～11時または13時30分～14時30分定 20組申 6月29日～ ★その他詳細は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

七夕イベント時７月４日（月）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（おもちゃ図書館隣）対未就園児の親子内手遊び、読み聞かせ、歌、本物の笹で七夕
飾りの親子制作☆定 10組申初参加の方優先。６月２７日（月）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

あかちゃんサロン時 8月 4日（木）または18日（木）内ベビーチャクラマッサージ（便秘予防）
申 7月 6日（水）～ ★詳細はホームページでご確認下さい。

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７月19日（火）①10時～②11時～費１００円※初回参加者+１００円申７月12日（火）～
アロマハンド＆ヘッドマッサージ時７月20日（水）10時30分～12時費無料 出前児童館時７月12日（火）
①10時～11時頃場都賀公民館（講堂）費無料申 7月5日（火）～10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 7月 23日（土）14時～ 14時 30分対小中学生・幼児（保護者同伴）内スーパー
ボールすくい定 20人申当日13時45分 夏休み親子制作（キラキラ光るスライム作り）時 7月 30日（土）
10時～11時 30分場大平みなみ児童館対小学生親子定 10組費 1組 500円申 7月 7日（木）9時～

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

ジャズコンサートを楽しもう時 7月 9日（土）①9時30分～②11時～定各回8組ずつ申
6月 23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

わくわくタイム　七夕制作時 7月1日（金）10時30分～11時30分対乳幼児と保護者 わくわ
くタイム　ミニミニ夏祭り時 7月7日（木）10時～12時対乳幼児と保護者 ☆共通事項申 6月
24日（金）9時～ ★感染状況により時間等変更しますので、詳しい内容は栃木市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 7月14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 6月23日（木）10時～電話にて 手作りうちわ製作時 7月25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 10組（先着順）申 7月4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

夏祭りごっこ時 7月 7日（木） フォトフレーム制作時 7月 14日（木） うちわ作り時 7月 21
日（木） 親子体操時 7月 26日（火）対 1歳 6ヶ月以上のお子さんと保護者申 6月 22日（水）
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

七夕制作と七夕フォト時 7月 6日（水）、7日（木）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

親子メモリアルサマークラフト時 7月 13日（水）10時30分～費 500円 プチ・夏祭りごっ
こ時 7月 19日（火） ☆共通事項対乳幼児と保護者申 7月 1日（金）9時より電話受付
★他にも楽しい活動をたくさん行っております♪詳しくはHPをご覧下さい。

います。もちろん失敗したままにしておいたのでは何の
収穫もないのですが、子どもが自力で失敗の原因を追求
し、改善していくことができたなら、それはすんなりと
成功したとき以上に大きな進歩が期待できます。
　また、失敗から学んだものは「教訓」としてしっかり
と記憶に残り、人としての成長の糧にもなります。
　子育てでは、取り返しのつかない失敗だけは避け、「成
長につながる失敗」をできるだけ体験させ、そこからの
学びを支援することが重要です。成功と失敗のバランス
も大切なことです。親として、様々な体験をコーディネー
トし、子どもの失敗を温かく見守ってあげたいものです。

 9時～17時・水曜祝日休

 9時～17時・木曜祝日休
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