
 【参考】                スマイルクラブ実施講座一覧（H25～R4 1現在）

№ 年度 領域 講　　座　　内　　容 講　　　師　　（敬称略）

1 25 しつけ 早寝早起き朝ごはん まなぶ保育園長
2 25 しつけ 小学校入学に向けての保護者の心構え 県総合教育センター幼児教育部　　高木美恵
3 25 食育 子どもにとって食べることの意味 宇都宮短期大学専任講師   川田容子
4 25 安全 園児保護者のための交通安全教室 栃木県警マロニエ号・交通安全講話担当者
5 25 安全 子どもの命を守るための交通安全 市民部交通対策係交通教育指導員
6 25 運動・体育 幼児体育の観点から見た子育てについて ちびっこスポーツクラブ
7 25 運動・体育 親子でズンバ 白田美登利
8 25 運動・体育 親子で楽しくフィットネス 石井文子
9 25 運動・体育 親子ふれあい遊び 上都賀教育事務所　　

10 25 絵本 絵本の読み聞かせ 田代正晴
11 25 音楽 クリスマスコンサート ヤマハデモンストレーター
12 26 しつけ ママが楽ちんになる子育てのしかた 総合教育研究所クリオネ　　佐藤秀子
13 26 しつけ 子どもの心と接し方 とちぎ県南こころの相談室   藤原雄一
14 26 しつけ 子育ての話とリラックスハンドマッサージ 鹿沼市健康課　大塚純子　　ことり助産院院長　小嶋由美

15 ２６・２７ 食育 子どもにとって食べるということ　　食べるの大好き 宇都宮短期大学専任講師   川田容子
16 26 安全 おじいさんおばあさんと仲良く交通安全 鹿沼警察署   遠藤貴一
17 26 絵本 絵本で心を育てよう 白鴎大学教育学部講師　　土橋久美子
18 26 運動・体育 心とからだのストレッチ ヨガインストラクター   福田幸子
19 26 運動・体育 親子リズム遊び 乳幼児能力開発教室あもーる   星野敦子
20 26 運動・体育 みんなで楽しくヨガ教室 サニーサイドインストラクター　　荒川ＣＧ
21 26 その他 親子で楽しむ茶道 裏千家茶道   池田静子
22 26・29 その他 陶芸教室 陶芸家    小島伸介
23 27 運動・体育 ママもリラックス　ヨガでストレッチ 糸井優子
24 27・28 安全教育 防災研修 鹿沼消防署救急管理課　消防士長　宇賀神一晃

25 27・28 運動・体育 ヒップホップ 糸井優子
26 27・28・29 絵本 絵本で子育てしませんか 田代正晴
27 27 しつけ 心の健康・身体の健康 西尾吉正
28 27 音楽 ロケットクレヨンコンサート 山口たかし　高田さとし
29 27 幼児教育 幼稚園の幼児教育について 上沢幸恵
30 27 しつけ 子育ての父母の役割 斎藤二三子
31 28 しつけ わたしたちにできるこどもへのかかわり オフィスC　川田浩也
32 28 運動・体育 親子で楽しむ茶道簡単スポーツ 上都賀教育事務所　星治
33 28 その他 折り紙で遊ぼう 蓑輪雅江
34 28 音楽 ふれあい音楽会 やまびこパーカッショングループ
35 28 音楽 クリスマスコンサート ビジョンミュージックキッズ
36 28 運動・体育 親子で楽しむリトミック 倉田陽子　保坂幸音

37 29 幼児教育 小学校入学に向けて 子ども総合サポートセンター　青木高訓
38 29 運動・体育 親子リズム遊び 乳幼児能力開発教室あもーる   星野敦子
39 29 運動・体育 ベビーダンス 日本ベビーダンス協会　神山順子
40 30 食育 朝食の工夫　 松本晃枝　聖母幼稚園保護者
41 30 食と健康 ウンチの秘密(お腹の健康と食生活) 柴田恵造　宇都宮ヤクルト販売　
42 30 食と健康 土づくり教室 渡辺博和
43 30 食育 「おむすびの日」～食べることの大切さ～ 川田容子 管理栄養士　食の輪と根   
45 30 健康 音楽リズム講座 小松朋子　日本総合音楽研究室
46 1 音楽 Tockのﾎﾟｯﾌﾟﾝﾛｰﾙｼｮｰ（親子で楽しむｺﾝｻｰﾄ） 椎名友樹（日本総合音楽研究）
47 1 健康 永久歯等対策事業 とちぎ歯の健康センター　歯科衛生士
48 1 絵本 絵本で子育てしませんか 田代正晴
49 1 その他 カラーポリ袋で衣装を作ろう 村上裕子
50 1 健康 子育てと歯（おやつ） 佐川歯科医院　佐川徹三医師
51 1 健康 子どもから大人へ～小さいころからの健康習慣 鹿沼市健康課　高橋紀美子
52 1 音楽 親子で楽しむ秋のコンサート 倉田陽子・荒井美智子・菊地翔子
53 1 幼児教育 自己肯定感を育む子育て 大塚恵美子　理事長
54 1 幼児教育 子どものやる気を育む子育て 上都賀教育事務所　神山幸江　
55 1 危機管理 災害から生命を守るには 鹿沼市危機管理課　宇賀神一晃
56 2 その他 陶芸体験をしよう 陶芸家：小嶋伸介
57 2 幼児教育 見方をチェンジで楽しく子育て 子ども総合サポートセンター臨床心理士：渡辺真美

58 2 その他 陶芸教室 陶芸作家：水留良雄

59 2 危機管理 生命を守るための防災研修～災害から”いのち”を守るために～鹿沼消防署・予防課　羽石　真
60 3 運動・体育 親子フィットネス 中村しほみ
61 3 健康 親子で心と体の栄養チャージ 食のわ　川田容子　管理栄養士
62 3 絵本・その他 絵本の読み聞かせ　ｶﾊﾞｰ用ﾌｨﾙﾑかけ基本講座 鹿沼市立図書館　福田美智子
63 3 その他 手芸をしながらリラックス　子育ての悩みを分かち合いませんか？ハハノテシゴト　大柿あかね
64 3 危機管理 乳幼児のための家庭での予防救急、応急手当 鹿沼消防署員
65 3 音楽 オカリナ演奏会 アミーテ・オカリーナ（代表：福田みち）


