ページ
みんなであそぼう
年齢に応じた遊びを親子で楽しみましょう。子育てに関する親子講習もあります。
対象…おおむね1歳（歩行完了児）〜未就園児と保護者
持ち物…体拭きタオル（浴用サイズ）
・着替え・ビニール袋・水着または水あそび用紙
パンツ※飲み物は各自ご用意ください。
（お茶またはさ湯）
2歳〜未就園児（15組）

場所 月

1歳児（15組）

南保 9
青育
木所 月

5日
（水）
どろんこあそび
13日
（木）
どろんこあそび

4日
（火）
どろんこあそび
12日
（水）
リズムあそび

戸保 9
塚育
西所 月

5日
（水）
どろんこあそび
13日
（木）
どろんこあそび

4日
（火）
どろんこあそび
12日
（水）
どろんこあそび

里保 9
育
所 月

5日
（水）
どろんこあそび
19日
（水）運動会ごっこ

4日
（火）
どろんこあそび
18日
（火）運動会ごっこ

時間

9：30

ペアレント・トレーニング講座の参加者募集について
落ち着きがない、かんしゃくをおこすなどお子さんの行動に困っていて、
子育てが難しいと感じている保護者のかたを対象に、全8回コースでペアレ
ント・
トレーニングのグループワークを実施します。
子どもの行動特徴を理解し、効果的で具体的な対応について学びます。
親子のコミュニケーションをよりスムーズにし、
より良い親子関係を築くこと
を目指します。
日時…10月9日、23日、11月6日、20日、12月4日、18日、平成25年1月15日、
29日
（全火曜日）10：00〜11：30
場所…市役所第2庁舎3階会議室
対象…おおむね3歳から小学校低学年のお子さんをお持ちの保護者
申し込み・問い合わせ…子育て支援課家庭児童相談室
蘂048-257-3330 048-259-9005

子育てひろばポッポ螢
日

時

対

象

申し込み

8月27日（月） 3〜8カ月の乳児と
10:00〜11:30

保護者10組

あそぼう会
9月7日（金） 1歳〜就園前の幼児と
保護者15組
（リズム・さわって混ぜてあそぼ） 10:30〜11:30

8月20日
（月）
9:00〜
8月31日
（金）
9:00〜

場所…子育てひろばポッポ螢（埼玉高速鉄道「鳩ヶ谷駅」地下1階）
申し込み…電話で出席者氏名・子どもの名前と年齢・電話番号をお知らせく
ださい。
申し込み先…子育てひろばポッポ螢蘂048-287-4611
問い合わせ…子育て支援課または子育てひろばポッポ螢

親子ふれあい体験保育
在宅で子育てをしているかた、お子さんと一緒に保育所へ来てみません
か。保育所の子どもたちと遊びましょう。
日時…8月9日（木）
・9月13日（木） 9:30〜11:00
対象…市内在住、1〜3歳の幼児と保護者 持ち物…上ばき
申し込み・問い合わせ…各保育所（園）
（実施日の1週間前まで）
受付時間…10：00〜15：00

子育てサポートプラザ
日

時

対

象

場

所

育児相談
日時…毎週月〜金曜日 13：00〜16：00
場所…南青木保育所 蘂048ー251ー7261
戸塚西保育所 蘂048ー295ー0930
里 保 育 所 蘂048ー286ー6350

〜

11：00

●参加申し込みは1カ月1回となります。
申し込み・問い合わせ
南青木保育所蘂048−251−7249 受付開始 8月10日（金）から
戸塚西保育所蘂048−298−4952 受付時間 月〜金曜日の13：00〜16：00
里保育所
蘂048−286-6350

ベビーマッサージ

園庭開放 南青木保育所・戸塚西保育所・里保育所
8月は、3園ともお休みです。9月は7日
（金）です。
申し込み不要の自由参加です。雨天の場合は中止となります。
時間…9：30〜11：00 10：00までにお入りください。
（受付は9:30〜10:00）

申し込み（先着順）

子育てミニ講座
8月24日
（金） 1〜3歳の幼児と保
8月17日
（金）
「トイレトレーニング」 10：00〜11：30 護者25組
子育て 9：00〜
サポート 8月23日
（木）
9：00〜
8月30日
（木） 1〜3歳の幼児と保 プラザ
あそび講座（お祭り） 10：30〜11：30 護者20組
（リリア2階） ※6月のあそび講座

（七夕）に参加された
親子はご遠慮ください。

就学前の乳幼児と
9月2日
（日） 保護者150人
（水）
鳩ヶ谷庁舎 8月1日
子育てミニコンサート
（ご家族、
市外在住の （駐車場あり） 10：00〜
10：30〜12：30
かたの参加も可）

申し込み…電話、FAX、来所で出席者氏名・子どもの名前と年齢・電話番号
をお知らせください。
申し込み先…子育てサポートプラザ蘂048-250-1221薨048-250-1643
問い合わせ…子育て支援課または子育てサポートプラザ

※次の場所でも「子育て親子の交流の場の提供」
「子育てに関する相談」
「子育て
情報の提供」を毎日実施しています。また、講座などのイベントもあります。
詳細は各保育園にお問い合わせください。
●川口駅前保育園（川口1−1−1 キュポ・ラ8F）
蘂048ー222ー6011
●川口こども園「のびのび」
（安行領根岸1291）
蘂048ー286ー0069
●アスク東川口保育園（戸塚4−21−1）
蘂048ー298ー0083
●フォーマザー保育園（東川口3−2−29）
蘂048ー291ー2713
●汽車ぽっぽ保育園「ぽけっと」
（東川口6−8−18）
蘂048ー229ー6017
●どんぐり保育園（三ツ和1−21−21）
蘂048ー285ー5512

プレイリーダーがいる公園 前川第6公園・南平児童交通公園
公園には子どもたちを見守り、遊び相手にもなってくれるプレイリーダー
がいます。プレイリーダーがいる日は、火・水・木・土曜日の10：00〜17：00で
す。プレイリーダーがいる日には、こま、竹ぽっくり、手押し車や砂場あそび道
具などを自由に借りることができます。
土曜日の13：30からは、工作などで遊べます。
（工作などの詳細は、毎月のチ
ラシと市ホームページでご覧ください。）
11日
（土）
、14日
（火）
、15日
（水）
、16日
（木）はお休みです。
【8月の主なイベント内容】
前川第6公園 8月 4日
（土）13：30〜「貝の宝石作り」
18日
（土）13：30〜「昆虫折り紙」
25日
（土）13：30〜「スライムを作ってあそぼう」
南平児童交通公園 8月 1日
（水）10：30〜「ストローハーモニカ作り」※
2日
（木）10：30〜「ヘロンのふんすい」※
4日
（土）13：30〜「木になまえをつけよう」
18日
（土）13：30〜「スライムを作ってあそぼう」
25日
（土）13：30〜「プラバンじしゃく」
28日
（火）10：30〜「くうきのはこ」※
29日
（水）10：30〜「かみでつくるふえ」※
※印のみ、小学生対象・定員30人で、申し込みが必要です。そのほかは申し
込み不要です。

かわぐちファミリー・サポート・センターからのお知らせ
「子育ての援助を受けたいかた」と「子育ての援助を行いたいかた」との
地域助け合いの会員組織です。
援助内容…幼稚園・保育園・留守家庭児童保育室への送迎、短時間の預か
りなど（市内在住の生後6カ月から小学3年生まで対象の援助）
援助活動費…1時間700円〜
サービス利用者説明会（子育ての援助を受けたいかた）
8月 8日
（水）10：00〜11：00 青木会館3階大会議室
9月11日
（火）10：00〜11：00 青木会館3階大会議室
10月13日
（土）10：00〜11：00 青木会館3階大会議室
サポーター説明会・講習会（子育ての援助を行いたいかた）
9月 5日
（水）13：00〜16：00
キュポ・ラM4階市民パートナーステーション会議室
※援助をしてもらうこともあるが援助も行えるというかたも対象です。
申し込み…要予約電話受付 （定員約25人）※定員になり次第締切
問い合わせ…子育て支援課またはかわぐちファミリー・サポート・センター
蘂048-252-3388（月〜金曜日の祝日を除く9:00〜17:00）

南鳩ヶ谷地域子育て支援センター事業
0歳から3歳までの乳幼児を安心して遊ばせ、子育て中の保護者が気軽に
交流できる場所です。
【つどいのひろば】 9：00〜12：00、13：00〜16：00
【園 庭 の 利 用】 毎週水曜日の10：30〜11：30まで
実施場所…南鳩ヶ谷6-6-18（南鳩ヶ谷保育所2階の一部分）
蘂048-283-7178
お休みの日…土・日曜、祝日、年末年始
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子育て
芝：蘂048-268-4308・薨048-268-4309

戸 塚：蘂・薨048-294-7550

南 平：蘂・薨048-223-7441

鳩ヶ谷こども館：蘂048-285-2425

■休所日：毎週火曜日
★車での来所はご遠慮ください

芝児童センター
夏休み絵画教室（3回コース）
日時…8月11日、18日、25日（土）
10：00〜12：00
対象…小学生以上
定員…15人（先着順）
申し込み…8月6日（月）10：00から（電
話可）
※講師はプロの画家です。

はぐはぐランド・とことこランド
日時…8月29日（水）
はぐはぐ＝10：00〜10：50
とことこ＝11：00〜11：50
内容…「夏まつりを楽しもう」、保健師
のワンポイントアドバイス
対象…はぐはぐ＝0歳児と保護者、
とことこ＝1〜2歳児と保護者
定員…各40組（先着順）
申し込み…8月22日（水）
10：00から（電話可）
※中高生がボランティアとして参加しま
す。

夏のおはなし会
日時…8月26日（日）
15：00〜15：30
対象…幼児以上（幼児は保護者同伴）
定員…30人（先着順）
申し込み…当日受け付け

夏の卓球大会
日時…8月26日（日）
10：00〜12：00
対象…小学生以上
定員…小学生の部、中高生の部 各
15人（先着順）
持ち物…ラケット（持っているかた）、上
ばき
申し込み…前日まで（電話可）

やんちゃランド 運動あそび
日時…8月24日（金）
10：30〜11：15
対象…3歳以上の幼児と保護者
定員…20組（先着順）
申し込み…8月17日（金）10：00から
（電
話可）

未来のパパ・ママ育て
〜中高生と乳幼児のふれあい事業〜
日時…8月29日（水）
10：00〜12：00
内容…乳幼児イベント「はぐはぐランド・
とことこランド」にボランティアとして
参加します。
対象…中学生以上
定員…10人
申し込み…8月15日（水）
10：00から（電話可）
※8月22日（水）に説明会を30分程度
行います。

戸塚児童センター あすぱる

に近づきたいかたのご参加お待ちして
います。
申し込み…受付中

夏休み「手で縫うぞうきんつくり」
日時…8月8日（水）、9日（木）
13：30〜15：30
対象…小学3年生以上
定員…各回10人
申し込み…8月1日（水）
10：00から（電話可）

おもちゃの病院
（壊れたおもちゃの修理）
日時…8月16日（木）
10：00〜11：30（1人2点まで）
費用…部品代がかかる場合があります。

夏休み手芸教室
「フェルトで作るケーキボックス」
日時…8月18日（土）
13：30〜15：30
対象…小学生以上
費用…100円
定員…15人
申し込み…8月4日（土）
10：00から（電話可）

環境セミナー
「マイエンザつくり」
日時…8月20日（月）
11：00〜12：00
対象…乳幼児と保護者と小学生
内容…下水の水質改善に役立つマイエ
ンザを作りましょう。
定員…15人
申し込み…8月6日（月）
10：00から（電話可）

夏のあすぱる場所
〜紙相撲・うで相撲大会〜
日時…8月23日（木）
13：30〜15：30
対象…幼児（保護者同伴可）〜小学生
定員…20人程度
申し込み…8月4日（土）
10：00から（電話可）

夏休み卓球大会
日時…8月25日（土）
10：00〜12：00
対象…小学生の部10：00〜
中学生の部11：00〜
定員…各10人程度
申し込み…8月4日（土）
10：00から（電話可）

一輪車デー
日時…8月26日（日）9：30〜11：00
※雨天中止
対象…小学生以上
※一輪車をお持ちのかたは持参くださ
い。
定員…15人程度
申し込み…8月5日（日）
10：00から（電話可）

南平児童センター

けん玉発表会
〜名人の技を見てみよう・ポーランド
世界大会の参加報告〜

夏休み工作教室（全3回）

日時…8月6日（月）15：00〜16：00
対象…技に自信のあるかた、名人の技

日時…8月2日（木）、
9日（木）、
23日（木）
各回とも10：30〜11：30
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タ
内容…プラバン工作、
オリジナル下敷き、 持ち物…飲み物、上ばき（親子とも）、
オル
虹のこびん
申し込み…9月5日（水）10：00から（電
対象…小学生以上
話可）
定員…各回20人（先着順）
※親子ともに動きやすい服装でご参加
費用…各回100円
ください。
申し込み…受付中（電話可）

夏休み恒例！卓球大会
日時…8月4日（土）13：30〜15：30
内容…小学生低学年、高学年、中学生
以上の部に分かれ、各部ごとに試合を
します。
対象…小学生以上
定員…60人（各部門20人まで 先着順）
持ち物…上ばき、ラケット（持っている
かた）
申し込み…受付中（電話可）

上映会
日時…8月11日（土）
13：30〜16：00
内容…「シュレック3」
対象…来館者

えのぐあそび「花火をつくろう」
日時…8月20日（月）
10：00〜11：00
対象…満2〜4歳児と保護者
定員…20組（先着順）
費用…50円
持ち物…タオル、飲み物
申し込み…8月10日（金）
10：00から（電話可）

つくってたべよう
日時…8月25日（土）
10：30〜12：00
内容…3色パンケーキを作ろう
対象…小学生
定員…15人（先着順）
費用…150円
持ち物…エプロン、バンダナ、飲み物
申し込み…8月18日（土）
10：00から（電話可）

にこにこ赤ちゃん広場
日時…8月27日（月）
10：00〜11：45
ベビー（0歳）10：15〜10：55
キッズ（1歳）11：10〜11：45
内容…ベビー・キッズの集いの場です。
保健師による、赤ちゃんの計測・相談も
できます。
（計測はベビーが対象で、
10：
00〜10：15の間です。）
※今月のワンポイント講座…「手づくり
おもちゃ」
対象…2歳未満の乳幼児と保護者

親子わくわく体操教室
日時…9月3日（月）、10日（月）、10月
3日（水）、10日（水）
各回とも10：30〜11：30
対象…満2〜4歳児と保護者
定員…20組（先着順）
持ち物…飲み物、上ばき、
タオル
申し込み…8月24日（金）10：00から
（電
話可）
※全回参加できるかたに限ります。

なかよしキッズ
日時…9月12日（水）
10：00〜11：00
内容…運動会がんばるぞ！
対象…満2〜4歳児と保護者
定員…40組（先着順）

鳩ヶ谷こども館
もの作りクラブ
「夏休み自由研究 第1弾」
〜手づくり巾着袋を作ってみよう〜
日時…8月6日（月）10：30〜12：00
内容…バンダナを使って巾着袋をつく
ります。
対象…小学生
定員…20人
持ち物…バンダナ（大きめのハンカチ
でも可）
針と糸（布の色に近い色が良い）
申し込み…8月1日（水）から（電話可）

科学遊び
〜アイスクリームを作ろう〜
日時…8月10日（金）
13：30〜15：00
内容…氷の温度を下げてアイスを作り
ます。
対象…小学生
定員…20人
持ち物…氷（製氷皿2皿分くらい）
※ビニール袋を使用するためとがった
氷は避けてください。
申し込み…8月2日（木）から（電話可）

アートクラブ（2回コース）
日時…8月11日（土）、25日（土）
①幼児コース
10：00〜11：30
②小学生コース 13：00〜14：30
内容…11日・花火を描きます。25日・
手づくりパズルを作ります。
対象…①幼児コース 4歳児〜小学校
就学前と保護者
②小学生コース 小学生
定員…各コース20人
申し込み…8月4日（土）から（電話可）

夏休みお楽しみ企画
〜みんなでたのしくあそぼう〜
日時…8月22日（水）、29日（水）
10：00〜11：30
内容…22日・お楽しみ遊び
29日・ミニミニ縁日
対象…1歳〜3歳児と保護者
定員…各30組
申し込み…8月12日（日）から（電話可）
※申し込みは、
どちらか1回のみの参加
といたします。

もの作りクラブ
「夏休み自由研究 第2弾」
〜万華鏡をつくろう〜
日時…8月24日（金）
13：30〜15：00
内容…身近にある材料で万華鏡をつく
ります。
対象…小学生
定員…20人
申し込み…8月17日（金）から（電話可）
※8月中の「おやこの遊びひろば〜鳩
ぽっぽ〜」はお休みしますが、
こども館
は開館しています。ぜひ遊びにきてく
ださい。

