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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、右の二次元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

22
令和令和 44 年年

（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。※市内在住のお子さんに限ります
（締め切り）令和4年４月生まれ2月8日（水）、令和4年5月生まれ3月15日（水）※封筒に差出人住所を明記ください。
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■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）の子どもと母親他
　　　※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 2日（木）～ 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

■公立支援センター合同行事いちご狩り
日時　３月３日（金）10時 30分（受付 10時～）
場所　いわふねフルーツパーク（岩舟町下津原）
対象　未就園児親子
内容　いちご狩り
定員　60組程度
費用　親子１組 1,800 円
         （30 分間摘み、食べ放題）
申込　２月１日（水）～ 17日（金）
　　　各公立支援センターまで
問 地域子育て支援センターふじおか 

☎（６２）５０１１

「ふじおか幼稚園子育て支援センター もりのカフェ」（藤岡町藤岡）

　もりのカフェはふじおか幼稚園の敷地内にある支援センターです。
可愛い建物の中に、小さなお子さまとゆったり過ごせる場所をご用意し
ています。
　季節の製作や遊びを楽しむ親子活動の日、助産師に
よるベビーマッサージや育児相談を行うベビークラブ
など、様々なイベントを実施しています。お気軽に遊
びに来てください♪
　詳しくはHPをご覧ください。

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

ひな人形作り時 2月 26日（日）10時～11時半（時間内参加自由）
定 30組（当日先着順。未就学児は保護者同伴）内作って飾ろう！おひなさまリース
★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覧ください。

そのべ児童館
☎（20）6231
 9時～17時・木曜祝日休

きねんび☆ photo 時 2月7日（火）9時30分～ ぺたぺたひろば時 2月14日（火）15日（水）
10時～ 親子ビクス時 2月 20日（月）10時～ 雛人形を作ろう時 2月 27日（月）10時
～内身近な材料で雛人形を作る ★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

デコぷち♡ｃａｋｅボックス時 2月 4日（土）14時～16時30分定 20人 制限時間 1 分間 !
ひなあられ GET だぜっ ! 時 2月 25日（土）26日（日）14時～定各日20人
☆共通事項対 18歳未満（未就学児は保護者同伴）申当日9時（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

ほんわかタイム時 2月 7日（火）10時～11時対 0歳児と保護者申 1月 26日（木）9時～電話の
み プチなかよしタイム 時 2月 14日（火）10時～11時対令和3年5～7月生まれまでの児と保護
者内親子で制作と新聞紙あそび申 1月31日（火）9時～電話のみ ★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 2月６日（月） 1.2 たいそう時 2月 8日（水） 健康相談日
～双子ちゃんも大歓迎～時 2月 20日（月） リズム de ポン時 2月 27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

楽器を作って遊ぼう︕時２月22日（水）対 1歳～ みんなでおめでとう︕時ハーフ・1・2・
3ｔｈバースディ：2月9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

カレンダー作り時 2月 15日（水）13時 30分～14時 30分、16日（木） 10時～11時 2・3 月
生まれの誕生会時 2月 15日（水）10時 30分～11時対 2・3月生まれの未就園児定 8組申受付中 
エレクトーンコンサート時 3月 2日（木）10時～11時定 15組申受付中 ★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

ひなまつりイベント時２月２７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、ひな
まつりの親子製作定 10組申初参加の方優先、２月３日（金）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 3月 2日（木）または16日（木）内ベビーリトミック申 2月 1日（水）～
ころころ広場時 3月 7日（火）または14日（火）内ミニお楽しみ会申 2月 3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 2月 21日（火）①10時～②11時～費１００円※初回参加者+１００円
申 2月 14日（火）～ アロマハンド＆ヘッドマッサージ時 2月 7日（火）10時30分～12時
費無料 令和 5 年度幼児クラブ会員募集詳細は19ページ　インフォメーション「募集」欄に記載

大平みなみ児童館
☎（43）9880
 8 時 30分～17時・月曜祝日休

子どもクッキング時 2月 12日（日）10時～11時内チョコレ－トトリュフ作り対小学生定 10人
場大平みなみ児童館プレイルーム費 200円申 1月 25日（水） チャレンジタイム時 2月 25日（土）
14時～14時 30分内ひなあられゲーム対 18歳未満（乳幼児は保護者同伴）申当日13時30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

ひなまつり製作時 2月 6日（月）・9日（木）①10時～②11時～定各回3組 バレンタイ
ンプレゼント作り時 2月 13日（月）10時～ 11時 30分定 5組申 1月 26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　親子ビクス時 2月 14日（火）10時～11時 30分対乳幼児と保護者 わくわ
くタイム　おひなさま製作時 2月 24日（金）10時 30分～11時 30分対乳幼児と保護者 
☆共通事項申 1月 25日（水）9時～ ★その他の行事、詳しい内容は市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 2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 1月 26日（木）10時～電話にて ひなまつり製作♪時 2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 10組（先着順）申 2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

よつば保育園の運動ホールで遊ぼう時 2月 2日（木） ０歳のお友達集まれ～・身体測定時 2月
8日（水） お雛様制作時 2月 16日（木） 親子体操時 2月 21日（火）対 1歳 6ヶ月以上の
お子さん申１月23日（月）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

節分制作時 2月 1日（水）、2日（木） 歯磨き指導（早乙女歯科医院）時 2月 16日（木） 
ひな祭り制作時 2月 21日（火）、22日（水）☆共通事項時 10時 30分～11時 30分
対未就園児と保護者申要申込 ★その他行事は、HPをご覧ください。

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

のびのびルーム（2 月 3 月分合同）時 2月 6～9日（月～木）10時30分～申 1月 27日（金）
9時～電話 「いわふねおはなしキャラバン」さんによるおはなし会時 2月 14日（火）10時
30分～申 2月 1日（水）9時～電話 ★詳しくはHPをご覧下さい♪

生涯学習課 ☎（21）2490　
アシストネットと公民館

　とちぎ未来アシストネット事業における公民館の主な役
割は、アシストネットに関する会議の開催や地域コーディ

ネーターからの相談を受け、地域のアシストネット活動の充実を図ること
です。また、学校でのアシストネット活動を取材して、その様子をパネル
で紹介し、子どもたちが作った作品の展示も行っています。さらに、活動
を紹介する「アシストネットだより」を発行し、地域のボランティア活動を広げる役割も果たしています。
　このような取り組みにより、アシストネットが地域の中で認識され、学校と地域、あるいは地域の人々の「つな
がり」を作り、より強いものにしていくことが期待されています。
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 9時～17時・木曜祝日休

 9時～19時・水曜祝日休
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