【子育て情報】 ★４月の予定
教室名など
対象者・対象児など
ママパパ（ファミ 初めて妊娠された方とその家族
①妊娠初期の方から
リー）学級
②妊娠中期以降の方から
※要予約
赤ちゃん
ふれあいルーム

■申込・問合せ

健康増進課☎（２４）５７７０

受付時間など
会場
①４月１６日（月）午前９時１０分～１１
時４５分まで（受付： 佐野市保健センター
②４月２４日（火）９時～９時１０分）

１歳未満のお子さんと保護者

期日

４月１６日（月）午前１０時～

佐野市保健センター

４月１８日（水）１０時３０分

田沼保健センター

児童館情報

こどもの国情報
こどもフェスティバル ｉｎ ＳＡＮＯ２０１８

乳幼児のいる子育て中の親子が気軽に集い、相互交

日時＝５月３日（祝・木）～５日（祝・土）

▼

子育て教室

内容＝親子の遊び（手遊びや歌）、工作など

費用＝無料（市外の方は２００円）

日程＝各館午前１０時３０分から

南

毎週月曜日（今月は１６・２３日）

東

毎週木曜日（今月は１９・２６日）

西

毎週火曜日（０～１歳向け）ハイハイタイム（今月
は１７・２４日）
※毎月１回ベビーマッサージ
毎週金曜日（１～３歳向け）のびのびタイム（今月
は２０・２７日）

▼ ▼

午前１０時～午後３時

▼ ▼

流や子育ての不安・悩みを相談できる場所です。

内容＝ハイスクールファッションショー＆ファ

ミリーコンサート（４日）、わんぱくレクリエーショ
ン 広 場 ＆ ロ ボ コ ン シ ョ ー（ ５ 日 ）、 鉄 道 模 型 運 転
ショー、ふわふわジャンボエアーポリンなど
快盗戦隊ルパンレンジャー
VS 警察戦隊パトレンジャー
キャラクターショー
３日（祝・木）

にこにこタイム毎週月曜日（今月は１６・２３日）
田沼 ドレミルーム第 2・第 4 水曜日（今月は２５日）
©2018 テレビ朝日・東映ＡＧ・東映

休館日＝毎週月曜日、
第２木曜日（祝日の場合はその翌日）
■問合せ＝こどもの国☎（２１）１５１５

▼

▼

休館日＝第 3 土曜日と翌日の日曜日、国民の祝日
■問合せ＝南児童館☎
（２３）
２５２５
東児童館☎
（２１）
１６６８、西児童館☎
（２５）
２４５２、
田沼児童館☎
（６２）
０８７８

午前１１時～・ 午後２時～

地域子育て支援センター情報
ぴよぴよルームあさぬま・たぬま

地域子育て支援まちなかプラザ「ゆめぽけっと」

あさぬま☎
（８５）
８２２０ たぬま☎
（６２）
７０４１ （佐野駅前交流プラザ
「ぱるぽーと」
２階）
☎
（２７）
０２２４
※４月からあさぬま保育園とたぬま保育園で開設します

▼

利用時間＝月～金曜日

午前１０時～午後４時

※お弁当を持ってくると１日遊べます
★講座のご案内

午前１０時３０分から

▼

日時・会場・内容＝

利用時間＝午前９時～午後５時

▼

（あさぬま保育園、たぬま保育園内）

※飲食自由、一時預かり保育も受け付けています
○講習会 「チックタックコンサート」講師：チック
タックの皆さん １５日
（日）
午前１０時３０分～（要予約）
○親子教室「こいのぼりを作ろう」
２５日（水）午前１０時３０分～（要予約）

１３日（金）たぬま「ぴよぴよ運動会」

○誕生会：１８日（水）午前１０時３０分～

１９日（木）たぬま「誕生会、こいのぼりを作ろう」

○おはなしタイム：１０日（火）午前１１時～

☆詳しくは市ホームページ、または直接お問い合わせください
次の施設でも、地域子育て支援センターを開設しています。
☆風の子保育園☎（２４）２２３５ ☆大栗保育園☎（２０）５２５５ ☆認定こども園あかみ幼稚園☎（２５）３６０８
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各種相談ガイド
相談名

※【予】と記載のある相談は、予約が必要です

４月３日（火）～５月１０日（木）

日時

会場

４月１１日（水）午前９時～１１時

佐野市保健センター

４月２３日（月）午前９時３０分～１１時

田沼保健センター

４月１６日（月）
・２７日（金）心理士
各日午後１時３０分～

佐野市保健センター

育児相談

【予】こころの健康相談
消費生活相談

月～金曜日午前９時～午後４時
※多重債務の相談なども受付中

市民相談

月～金曜日午前８時３０分～午後５時

交通生活課（５階）

４月１１日（水）午後１時３０分～３時３０分
※予約受付は４月２日（月）午前９時～

万葉の里城山記念館

４月１７日（火）午後１時３０分～３時３０分
※予約受付は４月２日（月）午前９時～

田沼中央公民館

合同相談
※交通事故・消費生活・
行政相談・宅地建物相談
※女性相談は家庭児童相
談室で受け付けます

４月１３日（金）午後１時３０分～４時
※４月の交通事故相談は行いません

総合福祉センター

教育相談

月～金曜日午前８時３０分～午後５時

青少年の悩みごと相談

月～金曜日午前８時３０分～午後５時

児童福祉・女性相談・
母子父子家庭、寡婦の相談

月～金曜日午前８時３０分～午後５時

【予】弁護士無料法律相談

消費生活センター
（５階交通生活課内）

問合せ
健康増進課
☎（２４）５７７０

消費生活センター
☎（２０）３０１５

交通生活課
☎（２０）３０１４

４月３日（火）午後１時３０分～４時
葛生あくと保健センター
※交通事故・宅地建物相談は行っていません
教育センター
少年指導センター
（３階生涯学習課内）
家庭児童相談室（２階）

教育センター
☎（２０）３０４８
少年指導センター
☎（２０）３０６１
家庭児童相談室
☎（２０）３００２

【予】女性の再就職相談会
４月２０日（金）午前１０時～正午
（託児あり）
４月５・１９日・５月１０日の木曜日
【予】女性のためのカウン
午前１０時～１１時５０分
男女共同参画推進センター
セリング相談
※第１木曜日は午後１時１０分～２時も実施 （パレットプラザさの） 人権・男女共同参画課
☎（６１）１１４０
※田沼行政センター２階
女性相談
４月２６日（木）午前９時３０分～午後４時
困りごと・人権相談

４月１９日（木）午後１時３０分～４時
※受け付けは午後３時まで

外国人相談

月～金曜日午前８時３０分～午後５時
※通訳が必要な方は事前にご連絡ください

隣保館定例相談
（弁護士無料法律相談）

４月２４日（火）午後１時３０分～３時３０分
※受け付けは午後１時～２時です

★そのほか、隣保館では教育・福祉、健康、住宅・年金・納税、就労・人権など
の相談をお受けします。日程などは、直接お問い合わせください

交通生活課（５階）

交通生活課
☎（２０）３０１４

隣保館

隣保館
☎（２２）７５１３

障がいのある方の相談
とちのみおたすけコール

５７５９
障がい者相談支援センター
平日午前８時３０分～午後５時３０分 ☎（２４）
上記時間以外の緊急の相談 ☎０８０（４０７３）
５７９９※２４時間対応 みどり☎（２４）
５７５９

精神に障がいのある方の相
談支援

月～金曜日午前９時～午後６時

精神保健福祉相談（要予約）

安足健康福祉センター
月～金曜日午前８時３０分～（保健師）
４月２０日（金）午後１時３０分～（精神科医） （足利市）

難病患者さんの相談・支援
など

午前１０時～正午、午後１時～４時

相談支援事業所さの

相談支援事業所さの
☎（２１）６８１１
安足健康福祉センター
☎０２８４（４１）５８９５

とちぎ難病相談支援セン とちぎ難病相談支援センター
ター（宇都宮市）
☎０２８（６２３）６１１３

スマートフォンでも
「広報さの」
を読むことができます 【マチイロ】 ＱＲコードを読み込み、アプリをインストール！
【トチギイーブックス】
インターネット上で閲覧でき
ます。ＱＲコードからアクセス！
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