
休所日…火曜日、祝日
＊車での来所はご遠慮ください児童センター
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イベント・施設内容を紹介
子育てひろばポッポ♡
https://youtu.be/jGDiJkRHaTM

＊各保育所（園）への車での
　来園はご遠慮ください子育て支援事業

年齢に応じたあそ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。
c市内在住でおおむね1歳（歩行完了児）～未就園児（幼
稚園・保育所などに通っていない子ども）と保護者
持ち物…上履き・手拭き・着替え・外靴入れ用ビニール袋
※飲み物は各自でご用意ください。（お茶またはさ湯）
※水着（プール用の紙パンツ）・身体ふき用タオルをお持ち
ください。

※参加申し込みは1カ月1回です。
fg6月10日㈮から（月～金曜日の13：00～16：00）
　　南青木保育所A048-251-7249
　　戸塚西保育所A048-298-4952
　　里保育所　　A048-286-6350

a6月10日㈮・17日㈮・24日㈮　７月はありません
　9：30～11：00（受付は9：30～10：00）雨天中止
b南青木保育所・戸塚西保育所・里保育所　f不要

a毎週月～金曜日　13：00～16：00
b南青木保育所　A048-251-7261

戸塚西保育所　A048-295-0930
里保育所　　　A048-286-6350

※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8階） A048-222-6011
●川口こども園「のびのび」（安行領根岸1291） A048-286-0069
●アスク東川口保育園（戸塚4-21-1） A048-298-0083
●フォーマザー保育園（東川口3-2-29） A048-291-2713
●汽車ぽっぽ保育園「ぽけっと」（東川口6-8-18） A048-229-6017
●どんぐり保育園（三ツ和1-21-21） A048-285-5512
●あいう園川口（幸町3-10-16） A048-229-3264
●汽車ぽっぽ第2保育園「わらべ」（安行吉蔵334-1） A048-297-7599

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 ！
a①6月9日㈭　②7月14日㈭　9：30～11：00　
c市内在住の1～３歳のお子さんと保護者
持ち物…上履き
fg各保育所（園）【①6月2日㈭まで　②7月7日㈭まで】
受付時間…10：00～15：00
※南青木保育所、戸塚西保育所、里保育所、川口駅前保育園、どんぐり保

育園、平成28年度新規開設保育所（園）・小規模保育事業所は実施して
いません。

私立幼稚園（市外を含む）に就園しているお子さんの保護者負担を軽減す
るため、保育料の一部を補助しています。なお、市外の幼稚園に就園してい
るかたは、補助対象の有無を幼稚園にご確認ください。
手続き…幼稚園から「保育料等の補助に関する調書」を６月中旬ごろに配
布しますので、必要事項を記入の上、幼稚園へ提出してください。
g保育入所課A048-259-9043

f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。
※保護者の参加は１人のみ。
。

f電話・FAX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。※あそび講座は1年間で親子1組、1回のみの参加、保護者は1人のみ。
子育てミニ相談会
臨床心理士の先生が育児に関する相談をお受けします。
a６月24日㈮13：30～15：30
c就学前までの乳幼児と保護者
d５組
f電話、FAX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。
育児サークルの登録
子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを話せる
場として活動している育児サークルの情報提供を行っています。詳細は子
育てサポートプラザのホームページをご覧ください。

子育ての援助を「受けたいかた」と「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…保育所・幼稚園・放課後児童クラブなどへの送迎、短時間の預
かりなど（市内在住の生後6カ月～小学6年生まで対象の援助）
援助活動費…1時間700円～
入会方法…次の①～③のいずれかの方法で手続きを行います。
◯子育ての援助を受けたいかた
①書類の郵送　ホームページの〔入会方法〕に従い必要書類を郵送。
②来所　9：00～16：00（要予約）
◯子育ての援助を行いたいかた
※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。
③講習会参加
ab7月8日㈮　10：00～15：00　青木会館2階中A会議室
　　 後日、「子どもとのふれあい遊び」体験を行います。
d40人
f②③はかわぐちファミリー・サポート・センターへ電話で（要予約）
gかわぐちファミリー・サポート・センター
i048-252-3388（月～金曜日の祝日を除く9：00～17：00）
ホームページ  http：//kosodate-kwgc-saitama-ksp.jpマジックショー、工作教室、綿菓子作

り体験、疑似金魚やヨーヨー釣り、絵

手紙・手芸・プリザードフラワー作品
の展示
a6月12日（日）10：00～14：00

7月10日㈰開催のサマーフェスティ
バルの企画・準備
a第1回6月18日㈯　第2回7月2日
㈯　前日準備7月9日㈯　毎回14：
00～16：00頃
c小学3年生以上（中学生・高校生・
大人も可　地域のかた歓迎です）
f6月10日㈮10：00～（電話可）

a6月11日㈯
3歳以上の未就学児と保護者
　…10：00～11：30
小学生以上…12：00～13：30
c3歳以上の未就学児と保護者
　…15組
小学生以上…20人
e100円
持ち物…エプロン、
三角巾、マスク、お
手拭き
g6月1日㈬10：00～

（電話可）

大型ダンボールで思い思いの家を作
ります。お家の敷地を区画し、道路に
は働く自動車も走ります。
a6月12日㈰14：00～17：00
d15組
c3歳～小学生とお父さん
f6月2日㈭10：00～（電話可）

子育て支援員が相談を受け付けま
す。ママの情報交換とお友達づくりの
お手伝いをします。
a6月17日㈮10：00～11：00
c0歳児と保護者
d15組
f6月3日㈮10：00～（電話可）

保健師さんによる“健康管理のお話”
があります。
a6月24日㈮
にこにこDay…10：00～10：45
ぴよぴよDay…11：10～11：55
cぴよぴよDay…首の据わった0歳
児と保護者
にこにこDay…1～2歳の乳幼児と保
護者
f6月10日㈮10：00～（電話可）
※人数によっては申し込みをお断り
する場合があります

a6月25日㈯10：00～12：00
c小学生以上（幼児保護者同伴可）
d20人程度
f6月13日㈪10：00～（電話可）

a6月27日㈪10：00～11：30（1人2
点まで）
e部品代がかかる場合があります。
※毎週第4月曜日に行っています。

応募…6月8日㈬～6月26日㈰
　　　開館時間中（窓口に持参）
投票…6月27日㈪
発表…6月29日㈬
c幼児以上（幼児は保護者同伴）
f南平児童センター

保健師への相談やベビー対象の計測
（10：00～10：15）もできます。
a6月13日㈪10：00～11：45
ベビー（0歳）10：15～10：55
キッズ（1歳）11：10～11：45
※今月のワンポイント講座…「ママの骨
密度チェック＆骨とカルシウムのお話し」
c2歳未満の乳幼児と保護者

（ベビー、キッズの参加時間が異なり
ます）
★当日、保健師による“骨密度チェッ
ク”を行います。申し込みは6月1日㈬
から40人（先着順）で南平保健ステー
ションへ。
i048-225-2724

コンビカーに乗って遊べます。
a6月10日㈮、15日㈬、29日㈬
9：00～10：30
c幼児と保護者　

a6月20日㈪10：30～11：30
c満2～4歳児と保護者
d20組（先着順）
持ち物…新聞紙1日分、はさみ、セロ
テープ、上履き
f6月12日㈰10：00～（電話可）

壊れてしまったおもちゃを
おもちゃドクターが修理
a6月26日㈰
　13：00～15：00
e部品代がかかる場合が
あります。
d20人（先着順）
f6月19日㈰10：00～（電話可）

a6月27日㈪10：30～11：30
c満2～4歳児と保護者
e30円
d20組（先着順）
持ち物…タオル、飲み物、はさみ、トイ
レットペーパーの芯1個、油性カラー
マジック、のり、セロテープ
f6月18日㈯10：00～（電話可）

講師を招き、ベビーダンスを行います。
a6月30日㈭10：30～11：30
c5カ月～1歳と保護者
※現在妊娠中でないかた
d25組（先着順）
持ち物…だっこひも、飲み物、お出か
けグッズ、体温計、動きやすい服装
f6月22日㈬10：00～（電話可）

講師を招き、体操教室を行います。
a7月4日㈪10：30～11：30
c満2～4歳児と保護者
d20組（先着順）
持ち物…上履き（親子とも）、タオル、
飲み物
f6月25日㈯10：00～（電話可）

a6月4日㈯10：30～11：00
c3歳児～小学生（幼児は保護者同伴）
d30人
f受付中！（電話可）

ママたちの情報交換の場や友達づく
りの場です。
a6月10日㈮10：30～11：30
c0歳とママ　　d20組
f6月3日㈮～（電話可）

a①6月11日㈯②25日㈯
　①幼児コース10：00～11：30
　②小学生コース13：30～15：00
11日「父の日制作」
25日「夏まつり制作」
c①4歳児以上の未就学児と保護者
②小学生
d各コース20人
持ち物…のり、はさみ、セロテープ、
木工ボンド
f6月4日㈯～（電話可）

a①6月12日㈰10：30～12：00
　②6月19日㈰10：30～12：00
　③6月29日㈬16：00～17：10
※学年別で練習時間帯が変わります。
c小学生　　d25人
f受付中（電話可）

a6月18日㈯13：30～15：00
c小学生　　d20人
持ち物…牛乳パック１ℓ1本
　　　　磁石、布（35×31㌢）
f6月11日㈯～（電話可）

夏祭りの制作をします。
a6月24日㈮10：30～11：30
c1歳児～未就園児と保護者
d30人　　持ち物…スティックのり
f6月16日㈭～（電話可）

7月9日㈯開催の夏祭り企画・準備です。
a①6月12日㈰13：30～14：30
　②6月18日㈯10：30～12：00
　③6月26日㈰10：30～12：00
　④7月2日㈯10：30～12：00
　⑤前日準備8日㈮16：30～17：30
c小学3年生以上（中学生・高校生・
大人・地域のかた歓迎です）
f6月1日㈬～（電話可）

a毎週月・木曜日 10：00～12：00
c0～3歳児と保護者
f不要
※ひろば以外の時間も遊べます。

a7月2日㈯、16日㈯、23日㈯前日
準備7月30日㈯13：30～15：30
c小学3年生以上
f6月20日㈪10：00～（電話可）
※夏まつりは、7月31日㈰10：00～
14：00を予定しています。

a6月10日から10回
　16：30～17：30
c小学生　　c30人
e100円（資料、保険代）
f6月3日㈮10：00～
講師…内藤 飛能 氏（宝生流能楽師）
※8月13日㈯・14日㈰は宝生能楽堂
にて発表会に参加します。

時間内は自由に入退室できます。ボ
ランティアさんとおもちゃで遊びまし
ょう。障がいのあるお子さんも気軽に
ご参加ください。
a6月3日㈮午前の部（～1歳半）10：
30～12：00　午後の部（1歳～就学
前）13：00～14：30
c未就学児と保護者

a6月15日㈬10：30～11：50
h子どもの病気Ｑ＆Ａ

c0歳乳児～3歳の誕生日までの乳
幼児と保護者　※託児はありません。
d60組（先着順）
f6月8日㈬10：00～（電話可）

a6月13日㈪「ボディマッサージ」、
20日㈪「マタニティヨガ」、27日㈪「ソ
ーイング」13：00～15：00
c妊婦のかた（お子さん連れ可）
d20人（先着順）
e3回で1,000円
f前日まで（電話可）

a6月19日㈰10：30～11：30
c1歳以上の未就学児と保護者
d20組
f6月12日㈰10：00～（電話可）

a6月26日㈰13：30～15：00
c小学生以上
d15人
e100円
f6月16日㈭10：00～（電話可）

a6月16日㈭15：30～16：30
c3歳以上の未就学児と保護者
d20組
持ち物…上履き（親子とも）、飲み物
f6月9日㈭10：00～（電話可）

芝児童センター A048-268-4308
E048-268-4309 

あすぱる A・E048-294-7550戸塚児童
センター

鳩ヶ谷こども館 A・E048-285-2425

母子・父子福祉センター A048-223-7655
休所日：月曜日、祝日

南平児童センター A・E048-223-7441

2歳～未就園児（15組） 1歳～未就園児（20組） 時間場所 月 1歳児（15組）

〜
9：30

11：00

南青木
保育所

7
月

1日㈮
　スライムであそぼう
6日㈬七夕まつり

12日㈫水あそび
20日㈬水あそび
26日㈫水あそび

13日㈬水あそび
22日㈮水あそび
27日㈬水あそび

戸塚西
保育所

7
月 5日㈫七夕まつり

6日㈬水あそび
14日㈭水あそび
20日㈬水あそび

8日㈮水あそび
15日㈮水あそび
21日㈭水あそび

14日㈭ろんこあそび
20日㈬水あそび
26日㈫水あそび

15日㈮どろんこあそび
21日㈭水あそび
27日㈬水あそび

5日㈫七夕まつり里
保育所

7
月

場所

講座室
（和室）

南鳩ヶ谷
保育所
園庭

申し込みなど
6月22日㈬
9：00～
来館または電話で本人
がお申し込みください。
定員になり次第締切。

申込不要

日　時
6月28日㈫
10：30～11：30
初めて来館されるかたは
開始時間30分前には
お越しください。

毎週水曜日
10：30～11：30
靴を入れるビニール袋
をお持ちください。

対　象
1歳半～3歳の幼児を
持つ保護者15組
預かり保育はありません
ので予めご了承ください。

3歳までの
乳幼児と保護者

【6月の講座】
～歯科衛生士による～

「歯みがきの習慣づくり」

行事名称

園庭の利用
雨天などで中止の場合
は工作などを実施。

おもちゃ図書館

もうすぐママ講座（3回コース）

やんちゃランド

自然観察会～昆虫探し～

「夏まつり」実行委員募集
（ボランティア）

文化庁「伝統文化親子教室事業」
川口市ふれあい親子能楽教室

エンジョイキッズ
「新聞紙で遊ぼう！」

おはなし会～おはなしこっこ～

アートクラブ（2回コース）

ハンドベルの会

センターまつり

夏祭り実行委員会募集！

ひよこの会
～0歳さんとママのおしゃべり会～

ものつくりクラブ
～父の日プレゼントをつくろう～

おやこであそぼう
～おりがみで遊ぼう～

おやこの遊びひろば
～鳩ぽっぽ～

ぬりえコンテスト

ママのおしゃべりカフェ

にこにこ赤ちゃん広場

おもちゃの病院

幼児工作「作ってあそぼう！」

ベビーダンス

親子わくわく体操教室

とことこドライブDay

サマーフェスティバル実行委員
（ボランティア）募集！

親子で遊ぼう
“布を使って遊ぼう！”

おもちゃの病院
（壊れたおもちゃの修理）

クッキング
～じゃがいもピザをつくりましょう～

父の日企画
～お父さんとダンボールの家を作って遊ぼう！～

園庭開放

親子ふれあい体験保育

私立幼稚園の保育料を補助

子育てサポートプラザ
A048-250-1221　E048-250-1643

育児相談

みんなであそぼう

南鳩ヶ谷地域子育て支援センター
A048-283-7178

子育てひろばポッポ♡
A048-287-4611

かわぐちファミリー・サポート・センター
A048-252-3388

日時 対象 申し込み（先着順）場所

子育て
サポートプラザ
（リリア2階）

6月7日㈫
10：00～11：30

3歳までの乳幼児と
保護者30組

5月31日㈫
9：00～

子育てミニ講座
「なぜ、歯磨きするの？」

6月28日㈫
13：30～14：30

就学前までの
乳幼児と

保護者5組
随時受付

おしゃべり広場
「排泄について

（トイレトレーニング）」

6月11日㈯
10：00～12：00

3歳までの乳幼児と
父親30組

時間内出入り
自由申込不要

お父さんと
あそぼう

6月28日㈫
10：30～11：30

1～3歳の幼児と
保護者20組

6月21日㈫
9：00～

あそび講座
「七夕」

行事名称

はぐはぐランド・とことこランド
小児科医による特別講座

かんたんクッキング  
「白玉フルーツポンチ」

おとうさんとあそぼう  
「なにができるかな？協力すごろくをたのしもう」

日時 対象 申し込み（先着順）場所

子育てひろば
ポッポ♡

（埼玉高速鉄
道「鳩ヶ谷駅」

地下1階）

行事名称

6月15日㈬
13：30～14：30

11カ月までの
乳児と

保護者15組

赤ちゃんママサロン
（ママ同士の交流や

ふれあいあそび）
6月13日㈪
9：00～

あそぼう会
「七夕」

6月23日㈭
10：30～11：30

1～3歳の幼児
（歩行完了児）と

保護者15組
6月21日㈫
9：00～

6月10日㈮
10：00～11：30

1～3歳の
幼児と保護者20組

6月8日㈬
9：00～

子育てミニ講座
「子どものこころの

発達としつけ」



休所日…火曜日、祝日
＊車での来所はご遠慮ください児童センター
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イベント・施設内容を紹介
子育てひろばポッポ♡
https://youtu.be/jGDiJkRHaTM

＊各保育所（園）への車での
　来園はご遠慮ください子育て支援事業

年齢に応じたあそ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。
c市内在住でおおむね1歳（歩行完了児）～未就園児（幼
稚園・保育所などに通っていない子ども）と保護者
持ち物…上履き・手拭き・着替え・外靴入れ用ビニール袋
※飲み物は各自でご用意ください。（お茶またはさ湯）
※水着（プール用の紙パンツ）・身体ふき用タオルをお持ち
ください。

※参加申し込みは1カ月1回です。
fg6月10日㈮から（月～金曜日の13：00～16：00）
　　南青木保育所A048-251-7249
　　戸塚西保育所A048-298-4952
　　里保育所　　A048-286-6350

a6月10日㈮・17日㈮・24日㈮　７月はありません
　9：30～11：00（受付は9：30～10：00）雨天中止
b南青木保育所・戸塚西保育所・里保育所　f不要

a毎週月～金曜日　13：00～16：00
b南青木保育所　A048-251-7261

戸塚西保育所　A048-295-0930
里保育所　　　A048-286-6350

※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8階） A048-222-6011
●川口こども園「のびのび」（安行領根岸1291） A048-286-0069
●アスク東川口保育園（戸塚4-21-1） A048-298-0083
●フォーマザー保育園（東川口3-2-29） A048-291-2713
●汽車ぽっぽ保育園「ぽけっと」（東川口6-8-18） A048-229-6017
●どんぐり保育園（三ツ和1-21-21） A048-285-5512
●あいう園川口（幸町3-10-16） A048-229-3264
●汽車ぽっぽ第2保育園「わらべ」（安行吉蔵334-1） A048-297-7599

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 ！
a①6月9日㈭　②7月14日㈭　9：30～11：00　
c市内在住の1～３歳のお子さんと保護者
持ち物…上履き
fg各保育所（園）【①6月2日㈭まで　②7月7日㈭まで】
受付時間…10：00～15：00
※南青木保育所、戸塚西保育所、里保育所、川口駅前保育園、どんぐり保

育園、平成28年度新規開設保育所（園）・小規模保育事業所は実施して
いません。

私立幼稚園（市外を含む）に就園しているお子さんの保護者負担を軽減す
るため、保育料の一部を補助しています。なお、市外の幼稚園に就園してい
るかたは、補助対象の有無を幼稚園にご確認ください。
手続き…幼稚園から「保育料等の補助に関する調書」を６月中旬ごろに配
布しますので、必要事項を記入の上、幼稚園へ提出してください。
g保育入所課A048-259-9043

f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。
※保護者の参加は１人のみ。
。

f電話・FAX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。※あそび講座は1年間で親子1組、1回のみの参加、保護者は1人のみ。
子育てミニ相談会
臨床心理士の先生が育児に関する相談をお受けします。
a６月24日㈮13：30～15：30
c就学前までの乳幼児と保護者
d５組
f電話、FAX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。
育児サークルの登録
子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安や悩みを話せる
場として活動している育児サークルの情報提供を行っています。詳細は子
育てサポートプラザのホームページをご覧ください。

子育ての援助を「受けたいかた」と「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…保育所・幼稚園・放課後児童クラブなどへの送迎、短時間の預
かりなど（市内在住の生後6カ月～小学6年生まで対象の援助）
援助活動費…1時間700円～
入会方法…次の①～③のいずれかの方法で手続きを行います。
◯子育ての援助を受けたいかた
①書類の郵送　ホームページの〔入会方法〕に従い必要書類を郵送。
②来所　9：00～16：00（要予約）
◯子育ての援助を行いたいかた
※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。
③講習会参加
ab7月8日㈮　10：00～15：00　青木会館2階中A会議室
　　 後日、「子どもとのふれあい遊び」体験を行います。
d40人
f②③はかわぐちファミリー・サポート・センターへ電話で（要予約）
gかわぐちファミリー・サポート・センター
i048-252-3388（月～金曜日の祝日を除く9：00～17：00）
ホームページ  http：//kosodate-kwgc-saitama-ksp.jpマジックショー、工作教室、綿菓子作

り体験、疑似金魚やヨーヨー釣り、絵

手紙・手芸・プリザードフラワー作品
の展示
a6月12日（日）10：00～14：00

7月10日㈰開催のサマーフェスティ
バルの企画・準備
a第1回6月18日㈯　第2回7月2日
㈯　前日準備7月9日㈯　毎回14：
00～16：00頃
c小学3年生以上（中学生・高校生・
大人も可　地域のかた歓迎です）
f6月10日㈮10：00～（電話可）

a6月11日㈯
3歳以上の未就学児と保護者
　…10：00～11：30
小学生以上…12：00～13：30
c3歳以上の未就学児と保護者
　…15組
小学生以上…20人
e100円
持ち物…エプロン、
三角巾、マスク、お
手拭き
g6月1日㈬10：00～

（電話可）

大型ダンボールで思い思いの家を作
ります。お家の敷地を区画し、道路に
は働く自動車も走ります。
a6月12日㈰14：00～17：00
d15組
c3歳～小学生とお父さん
f6月2日㈭10：00～（電話可）

子育て支援員が相談を受け付けま
す。ママの情報交換とお友達づくりの
お手伝いをします。
a6月17日㈮10：00～11：00
c0歳児と保護者
d15組
f6月3日㈮10：00～（電話可）

保健師さんによる“健康管理のお話”
があります。
a6月24日㈮
にこにこDay…10：00～10：45
ぴよぴよDay…11：10～11：55
cぴよぴよDay…首の据わった0歳
児と保護者
にこにこDay…1～2歳の乳幼児と保
護者
f6月10日㈮10：00～（電話可）
※人数によっては申し込みをお断り
する場合があります

a6月25日㈯10：00～12：00
c小学生以上（幼児保護者同伴可）
d20人程度
f6月13日㈪10：00～（電話可）

a6月27日㈪10：00～11：30（1人2
点まで）
e部品代がかかる場合があります。
※毎週第4月曜日に行っています。

応募…6月8日㈬～6月26日㈰
　　　開館時間中（窓口に持参）
投票…6月27日㈪
発表…6月29日㈬
c幼児以上（幼児は保護者同伴）
f南平児童センター

保健師への相談やベビー対象の計測
（10：00～10：15）もできます。
a6月13日㈪10：00～11：45
ベビー（0歳）10：15～10：55
キッズ（1歳）11：10～11：45
※今月のワンポイント講座…「ママの骨
密度チェック＆骨とカルシウムのお話し」
c2歳未満の乳幼児と保護者

（ベビー、キッズの参加時間が異なり
ます）
★当日、保健師による“骨密度チェッ
ク”を行います。申し込みは6月1日㈬
から40人（先着順）で南平保健ステー
ションへ。
i048-225-2724

コンビカーに乗って遊べます。
a6月10日㈮、15日㈬、29日㈬
9：00～10：30
c幼児と保護者　

a6月20日㈪10：30～11：30
c満2～4歳児と保護者
d20組（先着順）
持ち物…新聞紙1日分、はさみ、セロ
テープ、上履き
f6月12日㈰10：00～（電話可）

壊れてしまったおもちゃを
おもちゃドクターが修理
a6月26日㈰
　13：00～15：00
e部品代がかかる場合が
あります。
d20人（先着順）
f6月19日㈰10：00～（電話可）

a6月27日㈪10：30～11：30
c満2～4歳児と保護者
e30円
d20組（先着順）
持ち物…タオル、飲み物、はさみ、トイ
レットペーパーの芯1個、油性カラー
マジック、のり、セロテープ
f6月18日㈯10：00～（電話可）

講師を招き、ベビーダンスを行います。
a6月30日㈭10：30～11：30
c5カ月～1歳と保護者
※現在妊娠中でないかた
d25組（先着順）
持ち物…だっこひも、飲み物、お出か
けグッズ、体温計、動きやすい服装
f6月22日㈬10：00～（電話可）

講師を招き、体操教室を行います。
a7月4日㈪10：30～11：30
c満2～4歳児と保護者
d20組（先着順）
持ち物…上履き（親子とも）、タオル、
飲み物
f6月25日㈯10：00～（電話可）

a6月4日㈯10：30～11：00
c3歳児～小学生（幼児は保護者同伴）
d30人
f受付中！（電話可）

ママたちの情報交換の場や友達づく
りの場です。
a6月10日㈮10：30～11：30
c0歳とママ　　d20組
f6月3日㈮～（電話可）

a①6月11日㈯②25日㈯
　①幼児コース10：00～11：30
　②小学生コース13：30～15：00
11日「父の日制作」
25日「夏まつり制作」
c①4歳児以上の未就学児と保護者
②小学生
d各コース20人
持ち物…のり、はさみ、セロテープ、
木工ボンド
f6月4日㈯～（電話可）

a①6月12日㈰10：30～12：00
　②6月19日㈰10：30～12：00
　③6月29日㈬16：00～17：10
※学年別で練習時間帯が変わります。
c小学生　　d25人
f受付中（電話可）

a6月18日㈯13：30～15：00
c小学生　　d20人
持ち物…牛乳パック１ℓ1本
　　　　磁石、布（35×31㌢）
f6月11日㈯～（電話可）

夏祭りの制作をします。
a6月24日㈮10：30～11：30
c1歳児～未就園児と保護者
d30人　　持ち物…スティックのり
f6月16日㈭～（電話可）

7月9日㈯開催の夏祭り企画・準備です。
a①6月12日㈰13：30～14：30
　②6月18日㈯10：30～12：00
　③6月26日㈰10：30～12：00
　④7月2日㈯10：30～12：00
　⑤前日準備8日㈮16：30～17：30
c小学3年生以上（中学生・高校生・
大人・地域のかた歓迎です）
f6月1日㈬～（電話可）

a毎週月・木曜日 10：00～12：00
c0～3歳児と保護者
f不要
※ひろば以外の時間も遊べます。

a7月2日㈯、16日㈯、23日㈯前日
準備7月30日㈯13：30～15：30
c小学3年生以上
f6月20日㈪10：00～（電話可）
※夏まつりは、7月31日㈰10：00～
14：00を予定しています。

a6月10日から10回
　16：30～17：30
c小学生　　c30人
e100円（資料、保険代）
f6月3日㈮10：00～
講師…内藤 飛能 氏（宝生流能楽師）
※8月13日㈯・14日㈰は宝生能楽堂
にて発表会に参加します。

時間内は自由に入退室できます。ボ
ランティアさんとおもちゃで遊びまし
ょう。障がいのあるお子さんも気軽に
ご参加ください。
a6月3日㈮午前の部（～1歳半）10：
30～12：00　午後の部（1歳～就学
前）13：00～14：30
c未就学児と保護者

a6月15日㈬10：30～11：50
h子どもの病気Ｑ＆Ａ

c0歳乳児～3歳の誕生日までの乳
幼児と保護者　※託児はありません。
d60組（先着順）
f6月8日㈬10：00～（電話可）

a6月13日㈪「ボディマッサージ」、
20日㈪「マタニティヨガ」、27日㈪「ソ
ーイング」13：00～15：00
c妊婦のかた（お子さん連れ可）
d20人（先着順）
e3回で1,000円
f前日まで（電話可）

a6月19日㈰10：30～11：30
c1歳以上の未就学児と保護者
d20組
f6月12日㈰10：00～（電話可）

a6月26日㈰13：30～15：00
c小学生以上
d15人
e100円
f6月16日㈭10：00～（電話可）

a6月16日㈭15：30～16：30
c3歳以上の未就学児と保護者
d20組
持ち物…上履き（親子とも）、飲み物
f6月9日㈭10：00～（電話可）

芝児童センター A048-268-4308
E048-268-4309 

あすぱる A・E048-294-7550戸塚児童
センター

鳩ヶ谷こども館 A・E048-285-2425

母子・父子福祉センター A048-223-7655
休所日：月曜日、祝日

南平児童センター A・E048-223-7441

2歳～未就園児（15組） 1歳～未就園児（20組） 時間場所 月 1歳児（15組）

〜
9：30

11：00

南青木
保育所

7
月

1日㈮
　スライムであそぼう
6日㈬七夕まつり

12日㈫水あそび
20日㈬水あそび
26日㈫水あそび

13日㈬水あそび
22日㈮水あそび
27日㈬水あそび

戸塚西
保育所

7
月 5日㈫七夕まつり

6日㈬水あそび
14日㈭水あそび
20日㈬水あそび

8日㈮水あそび
15日㈮水あそび
21日㈭水あそび

14日㈭ろんこあそび
20日㈬水あそび
26日㈫水あそび

15日㈮どろんこあそび
21日㈭水あそび
27日㈬水あそび

5日㈫七夕まつり里
保育所

7
月

場所

講座室
（和室）

南鳩ヶ谷
保育所
園庭

申し込みなど
6月22日㈬
9：00～
来館または電話で本人
がお申し込みください。
定員になり次第締切。

申込不要

日　時
6月28日㈫
10：30～11：30
初めて来館されるかたは
開始時間30分前には
お越しください。

毎週水曜日
10：30～11：30
靴を入れるビニール袋
をお持ちください。

対　象
1歳半～3歳の幼児を
持つ保護者15組
預かり保育はありません
ので予めご了承ください。

3歳までの
乳幼児と保護者

【6月の講座】
～歯科衛生士による～

「歯みがきの習慣づくり」

行事名称

園庭の利用
雨天などで中止の場合
は工作などを実施。

おもちゃ図書館

もうすぐママ講座（3回コース）

やんちゃランド

自然観察会～昆虫探し～

「夏まつり」実行委員募集
（ボランティア）

文化庁「伝統文化親子教室事業」
川口市ふれあい親子能楽教室

エンジョイキッズ
「新聞紙で遊ぼう！」

おはなし会～おはなしこっこ～

アートクラブ（2回コース）

ハンドベルの会

センターまつり

夏祭り実行委員会募集！

ひよこの会
～0歳さんとママのおしゃべり会～

ものつくりクラブ
～父の日プレゼントをつくろう～

おやこであそぼう
～おりがみで遊ぼう～

おやこの遊びひろば
～鳩ぽっぽ～

ぬりえコンテスト

ママのおしゃべりカフェ

にこにこ赤ちゃん広場

おもちゃの病院

幼児工作「作ってあそぼう！」

ベビーダンス

親子わくわく体操教室

とことこドライブDay

サマーフェスティバル実行委員
（ボランティア）募集！

親子で遊ぼう
“布を使って遊ぼう！”

おもちゃの病院
（壊れたおもちゃの修理）

クッキング
～じゃがいもピザをつくりましょう～

父の日企画
～お父さんとダンボールの家を作って遊ぼう！～

園庭開放

親子ふれあい体験保育

私立幼稚園の保育料を補助

子育てサポートプラザ
A048-250-1221　E048-250-1643

育児相談

みんなであそぼう

南鳩ヶ谷地域子育て支援センター
A048-283-7178

子育てひろばポッポ♡
A048-287-4611

かわぐちファミリー・サポート・センター
A048-252-3388

日時 対象 申し込み（先着順）場所

子育て
サポートプラザ
（リリア2階）

6月7日㈫
10：00～11：30

3歳までの乳幼児と
保護者30組

5月31日㈫
9：00～

子育てミニ講座
「なぜ、歯磨きするの？」

6月28日㈫
13：30～14：30

就学前までの
乳幼児と

保護者5組
随時受付

おしゃべり広場
「排泄について

（トイレトレーニング）」

6月11日㈯
10：00～12：00

3歳までの乳幼児と
父親30組

時間内出入り
自由申込不要

お父さんと
あそぼう

6月28日㈫
10：30～11：30

1～3歳の幼児と
保護者20組

6月21日㈫
9：00～

あそび講座
「七夕」

行事名称

はぐはぐランド・とことこランド
小児科医による特別講座

かんたんクッキング  
「白玉フルーツポンチ」

おとうさんとあそぼう  
「なにができるかな？協力すごろくをたのしもう」

日時 対象 申し込み（先着順）場所

子育てひろば
ポッポ♡

（埼玉高速鉄
道「鳩ヶ谷駅」

地下1階）

行事名称

6月15日㈬
13：30～14：30

11カ月までの
乳児と

保護者15組

赤ちゃんママサロン
（ママ同士の交流や

ふれあいあそび）
6月13日㈪
9：00～

あそぼう会
「七夕」

6月23日㈭
10：30～11：30

1～3歳の幼児
（歩行完了児）と

保護者15組
6月21日㈫
9：00～

6月10日㈮
10：00～11：30

1～3歳の
幼児と保護者20組

6月8日㈬
9：00～

子育てミニ講座
「子どものこころの

発達としつけ」


