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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）

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）

さくら保育園子育て支援センター
（ゆめふうせん／☎ 24‐3900）

地域子育て支援センターつが
（☎ 27‐2122）

○すくすくタイム
 ６月６日（木）身長・体重測定・

窓飾り製作、父の日のプレゼント制
作（定員 20 組）、13 日（木）歯科
衛生士さんの「お話と歯磨き指導」
～０歳児編～、14 日（金）歯科衛
生士さんの「お話と歯磨き指導」～
１・２歳児編～、20 日（木）リズ
ムあそび、27 日（木）七夕飾り制
作（定員 20 組）
☆ 13 日、14 日共通事項　時間は
10 時 45 分～ 11 時 30 分  仕上
げ用歯ブラシ・タオル
☆ 13 日、14 日以外の共通事項　
時 間 は 10 時 30 分 ～ 11 時 30 分 

 未就園児と保護者  無料※定員
のある活動の予約は２週間前～受付

○親子スキンタッチ教室～親が子に
行うツボ健康法～

６月 12 日（水） ６か月～１歳
５カ月児と保護者 15 組  フェイ
スタオル１枚、ティースプーン（金
属製のもの）、歯ブラシ（大人用）
○スタンプ遊び
◇６か月～１歳５か月児

６月３日（月）、11 日（火）、14
日（金）、18 日（火）、24 日（月）
◇１歳６か月～未就園児

６月４日（火）、７日（金）、17 日
（月）、19 日（水）、28 日（金）
☆共通事項　時間は 10 時 30 分～
11 時 30 分 15 組 ５月 29 日

（水）～ 31 日（金）９時～ 15 時

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
６月 11 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  無料
○おたのしみ会

６月 19 日（水）  ２歳以上児と
その保護者 15 組（先着順）  「フ
レンド」さんによる人形劇  無料

 ５月 30 日（木）
○プチなかよしタイムⅡ期募集

７月 16 日・８月 27 日・９月 17
日の火曜日  平成 24 年７月～９
月生まれの乳児と保護者 20 組（先
着順）  親子でふれあい遊びと専
門家による講話（７月「ベビータッ
チケア」８月「子どもと栄養」９月

「子どもの心」）  ６月 13 日（木）
○なかよしタイムⅡ期募集

７月３日～９月 18 日の水曜日  
２歳３か月以上児と保護者35組（先
着順）  親子で歌、体操、読み聞
かせ、ゲーム等の集団活動。親子の
仲間づくり  ６月 20 日（木）～
☆共通事項　時間は 10 時～ 11 時

 地域子育て支援センター  無料
 時間８時 30 分～ 17 時
○えほんタイム

水曜日を除く毎日 11 時～ 11 時
15 分、16 時～ 16 時 15 分（自由
参加）  歌や絵本、紙芝居やパネ
ルシアター、体操等

はこのもり児童センター
（☎ 24‐4034）

地域子育て支援センターふじおか
（☎ 62‐5011）

○ふんわり香る石けんのサシェを作
ろう！

６月８日（土）14 時～ 16 時  
18 歳未満 30 人（当日先着順）  
石けんを不織布でくるんだサシェに
飾り付け  無料○
○マーブリングで世界にひとつだけ
のモノを作ってみよう！

６ 月 22 日（ 土 ）10 時 30 分 ～

○７月のママといっしょ
６月 20 日（木）～ 30 日（日）

※ 4 クラス共通
◇うさぎクラス（6 ～ 11 か月児と
保護者） ７月５日（金）10 時 30 分
～  水あそびごっこ  バスタオ
ル◇くま①クラス（1 歳～ 1 歳 5
か月児と保護者） ７月９日（火）
10 時 30 分～  水とおともだち  
着替え、タオル、帽子
◇くま②クラス（1 歳 6 か月児～ 1
歳 11 か月児と保護者） ７月 12
日（金）10 時 30 分～  水とおと
もだち  着替え、タオル、帽子
◇ぞうクラス（2 歳以上の未就園児
と保護者） ７月 16 日（火）10
時 30 分～  水とおともだち  着
替え、タオル、帽子
○リトミックワールド～リズムに合
わせて心と身体を育てよう～

７ 月 26 日（ 金 ）10 時 30 分 ～ 
1 歳 6 か月以上の未就園児と保

護者 20 組（定員越えた場合抽選）
 クレヨン、Ｂ４判の画用紙帳※

軽装でお越しください  6 月 20
日（木）～ 30 日（日）
○スマイル・スマイル～親子でお友
だちつくり～

6月７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  父の日のプレゼン
ト作り～スタンピングフレーム～
○わくわくたいむ

６月８日（土）14 時～ 15 時 30
分（時間内参加自由） 4 歳児以
上  父の日のプレゼント作り～
フェルトのカードケース～
○にこにこたいむ～親子でお友だち
つくり～

６ 月 14 日（ 金 ）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  父
の日のプレゼント作り～スタンピン
グフレーム～
☆共通事項　  無料  電話または
直接いまいずみ児童館へ

○赤麻保育園との交流会　
６月４日（火）10 時～ 11 時 30

分※雨天時は６日（木）  赤麻保
育園（栃木市藤岡町赤麻）  乳幼
児と保護者 10 組  花いっぱい運
動（花の種をつけた風船をとばしま
す）  飲み物 ６月３日（月）ま
で（先着順）
○わくわくタイム　

 ６月 14 日（金）渡良瀬の里公
園で遊ぼう、21 日（金）お誕生会

（4 ～ 6 月生まれ）、27 日（木）七

12 時／ 14 時～ 16 時 18 歳未満
40 人（当日先着順）  ２度と同じ
模様ができないというマーブリング
に挑戦  無料

さくら３Ｊホール
（☎ 22‐7100）

○写生会（太平山ハイキング）　
６月８日（土）９時～ 16 時※ 3

Ｊホール集合  太平山神社（雨天
中止）  小学生  弁当、水筒、色
鉛筆又はクレヨン、よごれても良い
服装、帽子  100 円（紙代等）
○さくら・３J祭（バザー）　

６月 15 日（土）9 時 30 分開場
予定  さくら保育園（錦着山西側）

 バザー、各種お店、工作、野点抹
茶等
○蛍狩りに行こう！　

 ６ 月 23 日（ 日 ）12 時 30 分 3
Ｊホール集合出発、21 時 30 分解散

 日光だいや川公園  ネイチャー
ゲーム、バーべーキュー等  3,500
円 ６月12日（水）まで※19日（水）
までに 3 Ｊホールに費用を持参。

夕飾りの製作、７月５日（金）七夕
祭り（笹を持ち帰り）
☆共通事項　時間はいずれも 10 時
30 分～ 11 時 30 分  乳幼児と保
護者 20 組  無料 ６月３日（月）
～（先着順）　

ファミサポ講習会

地域子育て支援センターにしかた
（☎ 92‐2900）

 

 

○身体測定・手形の日☆
◇０歳～２歳未満 ６月５日（水）、
10 日（月）◇２歳以上 ６月７日

（金）ともに時間は 10 時～ 11 時
○カレンダー作り☆

 ６月18日（火）・19日（水）10 時～
11時、６月21日（金）13 時～14 時
○絵本の会に参加しよう！

 ６月 17 日（月）10 時～ 10 時 45
分 １歳 10 か月以上児と保護者 25
組（先着順）  りんごの会のみなさ
んによるパネルシアター、エプロンシ
アター、読み聞かせ等 ６月４日（火）
～６日（木）電話受付９時 30 分～
○じゃがいも掘りに参加しよう！

６月 24 日（月）10 時～ 11 時※
雨天の場合は７月１日（月） １歳
６か月以上児とその保護者15組（先
着順）  汚れても良い服装、長靴、
帽子、飲み物  ６月10 日（月）～
12日（水）電話受付９時 30 分～
○リトミックに参加しよう！

６ 月 27 日（ 木 ）10 時 ～ 11 時 
１歳８か月以上児とその保護者 
 篠崎真喜子氏  汗拭きタオル、

飲み物（甘くない物） ６月 18 日
（火）～ 20 日（木）電話受付９時
30 分～（先着 20 組）
　☆印は自由参加です。

○ほのぼの移動広場
６月４日（火）、18 日（火）10 時

30 分～ 11 時 30 分※時間内参加自
由  イオン栃木店２Ｆちびっこ広
場  保育士による歌遊び、絵本読み、
ミュージック・ケアや子育て相談
○双子ちゃん遊ぼう

６月 10 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※一般にも開放
○親子ふれあい給食

６月 17 日（月）※受付 10 時～
10 時 30 分 ５組（当日先着順）

800 円（離乳食有り）
○マタニティー＆ベビーの日

6 月 20 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  電話で 10 時～
15 時
○健康相談日

６月 24 日（月）10 時～ 15 時  
身体測定※午前中、助産師相談あり

（予約不要）
○親子スイミング教室

６月 13 日（木）９時 30 分さく
ら保育園集合  小山スイミングス
クール小山校  1 歳～ 3 歳児と保
護者 12 組  親子 1 組 1,800 円（バ
ス代含む） 6 月 11 日（火）まで
○にこにこ親子プレ体験

６月８日（土）10 時～ 12 時※集
合時間９時 40 分  さくら第２保育
園  未就園児と保護者  保育士と
一緒に親子で保育園生活体験  ス
プーン、フォーク、エプロン、おしぼり、
箸  給食代（親 500 円、子 300 円
離乳食有） ６月５日（水）まで
☆共通事項　 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。

○子どもの遊び
６月 28 日（金）10 時～ 11 時 30

分  とちぎコミュニティプラザ２
階和室  ファミサポに関心のある
方。会員でなくても参加可  20 組

 音楽療法士による遊びの指導※
親子で参加可  横田寿恵氏（音楽
療法士）  無料  ファミリー・サ
ポート・センター栃木☎ 25‐1040
／おおひら☎ 43‐1134 受付中

○アンパンマンのシール遊び
６月５日（水） 

○開放保育
６月 12 日（水）、19 日（水）

○シャボン玉遊び
６月 26 日（水）

☆共通事項　時間 10 時 30 分～  
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  不要　

○０歳親子ビクス
６ 月 10 日（ 月 ）10 時 ～ 10 時

45 分 ０～ 11 か月児と保護者 25
組（先着順）  バスタオル、飲み物、
動きやすい服装  大橋光子氏 ６
月２日（日）～
○ぺたぺた記念日

６ 月 12 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
○ぷちぷちひろば

 ６月 25 日（火）  ０～ 11 か月児
○のびのびひろば

６月 26 日（水） 1 歳以上の未
就園児
☆のびのび、ぷちぷち両ひろばとも
10 時～ 11 時 30 分（時間内参加自
由）  浮かべてあそぼう！プカプ
カにゃんこ作り
○星に願いを

 ６月 29 日（土）～７月７日（日）
 幼児以上  短冊に、願いごとを

書いて飾ろう
　☆共通事項　  無料

○ころころ広場
 ６月４日・11 日・25 日の火曜

日 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 （４日）布を
使って遊ぼう、（11 日）ひも通し遊
び、（25 日）絵具遊び
○赤ちゃんサロン

６月 20 日（木）身体計測、27
日（木）親学習プログラム※有資格
者が指導 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（上の子の託児あり）  
ふれあい遊び、ママ同士のおしゃべ
り  受付中
○西保育園との交流会

６月 18 日（火）９時 45 分～ 10
時 30 分  現地集合（９時 40 分）

 乳幼児と保護者 10 組  保育園
児との交流と見学  ５月 21 日（火）
～受付中
○普通救命講習会（AED）

７月４日（木）９時～ 12 時（8
時 40 分集合）  大平みなみ児童館

 一般市民 20 人  心肺蘇生法や
AED の使用法を学びます（終了証
交付・託児あり）  栃木消防署大
平分署消防署員  無料 ５月 21
日（火）～ 31 日（金）


