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子育て支援事業
みんなであそぼう

〜

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。
ƒ おおむね1歳（歩行完了児）〜未就園児（幼稚園・保育所に通っていないお子さん）と保護者
持ち物…上ばき・手ふき・着替え・ビニール袋
※飲み物を各自でご用意ください。
（お茶またはさ湯）
場所 月
1歳児
（15組）
2歳児〜未就園児（15組） 1歳児〜未就園児（20組） 時間
南青木 10 11日
（金）運動会ごっこ
10日
（木）運動会ごっこ
24日
（木）
保育所 月 31日
（木）バランスボール 22日
（火）バランスボール
エアロビクス
9：30
11日
（金）運動会ごっこ
8日
（火）
戸塚西 10
9日
（水）運動会ごっこ
17日
（木）運動会ごっこ
エアロビクス
保育所 月 24日
16日
（水）
運動会ごっこ
11：00
（木）バランスボール
里 10 11日
（金）運動会ごっこ
保育所 月 17日
（木）運動会ごっこ

31日
（木）
エアロビクス

10日
（木）運動会ごっこ
16日
（水）運動会ごっこ

※参加申し込みは1カ月1回となります。
´∫
受付開始
南青木保育所A048-251-7249
受付時間
戸塚西保育所A048-298-4952
里保育所
A048-286-6350

9月10日（火）から
月〜金曜日の
13：00〜16：00

0歳児サークル「ぴっころ」
（第2期 10月・11月）
＊市内在住で第1子のかたが対象です。
保育所・家庭保育室に在籍のかたは対象外です。
ˆ 10月15日・21日（月）
・29日・11月5日・12日（毎火曜日）計5回
10：00 〜 11：00
初めての子育てをするお母さんとお子さんの交流・あそびの場です。

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あそびましょう！
a①9月12日（木）
・②10月10日（木） 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…上ばき
fg各保育所（園）
【9月5日
（木）
まで ②10月3日
（木）
まで】 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、
うぃず川口本町保育園、うぃず川口東口保育園では実施していません。

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

対象

申し込み（先着順）

f電話、FAXで出席者氏名・子どもの名前と年齢・電話番号を子育てサポート
プラザに連絡。 ※保護者の参加は1人のみ。
g子育て支援課または子育てサポートプラザ
◆子育てサポーター養成講座
（子育てサポーターとは市が行う事業などで活動していただく託児のボラン
ティアスタッフです。
）
時

内

＊生年月日
＊月齢
（0カ月）

＊離乳食は○○期
南青木保育所・戸塚西保育所・里保育所 自宅の住所
＊保護者氏名
園庭開放 ˆ 9月5日（木）・
＊住所
氏名
＊電話番号
10月18日
（金）
・23日
（水）
・30日
（水）
＊親子自己PR
9：30 〜 11：00
（受け付けは9：30 〜 10：00）
ˆ 毎週月〜金曜日 13：00〜16：00
育児相談 ∂ 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）
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

※各保育所（園）への車での来園はご遠慮ください。
フォローアップ講習会
「子どもがかかりやすい感染症」をテーマに開催します。
会員以外の一般市民のかたも参加できます。
a10月10日（木）10：00 〜 11：30
b青木会館3階大会議室 d80人
f要予約電話受付（先着順）
かわぐちファミリー・サポート・センター
（月〜金曜日の祝日を除く9：00 〜17：00）
g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

子育てひろばポッポ♡
A048-287-4611
日時

場所

子育て
子育てミニ講座
9月19日（木）
0〜2歳の乳幼児と サポート 9月12日（木）
「生活のリズム（トイレ
プラザ 9：00 〜
10：00 〜 11：30
保護者30組
トレーニングも含む）」
（リリア2階）

日

（インファントマッサージ・子育ての話・離乳食試食など）
ƒ 第2期は平成24年11月1日〜平成25年3月31日生まれのお子さんです。
´ 9月20日（金）必着で往復はがきでお申し込みください。応募者多数の場合、抽選の
うえ返信します。
記入例
南青木保育所
〒332-0031 青木1-4-4
戸塚西保育所
〒333-0815 北原台3-18-10
（往復はがき） サークル「ぴっころ」希望
里保育所
〒334-0005 大字里493-1
お子様の氏名
（ふりがな）

容

申し込み（先着順）

講座1 10月24日
（木）
10：30 〜 12：30 ボランティア活動の基本とかかわり方
講座2 10月31日
（木）
10：30 〜 12：30 子どものこころと身体の発達

講座3 11月 7日
（木）
10：00 〜 12：30 子どものけがと病気の応急処置

講座4 11月14日
（木）
10：00 〜 12：30 子どもの安全と心肺蘇生法、AEDについて

9月24日（火）
9：00 〜

子どもの遊びと活動の注意点
講座5 11月21日
（木）
10：00 〜 12：30 子育てサポーターの登録について

c子育てサポーターとして活動したいかた、子育て支援に関わっているかた
で、原則、全日程に参加できるかた
d25人（先着順・託児は5人まで可）
b市民パートナーステーション会議室1（キュポ・ラM4階）
e150円（11月14日に使用するマウスピース付マスク代として）
f電話、FAXで出席者氏名、電話番号、託児希望の場合は子どもの名前と年齢
を子育てサポートプラザに連絡。
g子育て支援課または子育てサポートプラザ

かわぐちファミリー・サポート・センターからのお知らせ
A048-252-3388
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…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）
a9月6日（金）、10月19日（土）、11月15日（金）10：00 〜 11：00
b青木会館 3階大会議室 d40人
サポーター説明会・講習会（子育ての援助を行いたいかた）
a9月11日（水）、11月13日（水） 13：00〜16：00
b市民パートナーステーション会議室（キュポ・ラM4階） d40人
※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。

あそぼう会
9月20日（金）
「リズム・手作りおもちゃ」 10：30〜11：30
お父さんと
あそぼう

対象

場所

申し込み（先着順）

1 〜 3歳の幼児と
保護者15組

9月13日
（金）
9：00〜

9月28日（土） 0 〜 3歳の乳幼児と 子育てひろば

時間内出入り自由
申し込み不要

ポッポ♡
10：00〜12：00
父親
（埼玉高速鉄
ふれあいマッサージ 9月30日
（月） 3 〜 10カ月の乳児 道「鳩ヶ谷駅」 9月24日
（火）
（マッサージをしながら
13：30〜14：30
と保護者12組
地下1階） 9：00〜
ママ同士の交流）
子育てミニ講座
10月3日（木） 0 〜 3歳児の乳幼児
「0歳から3歳児に起き
やすい事故・けがの対処法」10：00〜11：30

9月26日
（木）
9：00〜

と保護者20組

f電話で出席者氏名・子どもの名前と年齢・電話番号を子育てひろばポッポ♡
に連絡。※保護者の参加は1人のみ。
g子育て支援課または子育てひろばポッポ♡

南鳩ヶ谷地域子育て支援センター
A048-283-7178
日時

身体測定
誕生会

対象

場所

9月3日（火）

0 〜 3歳の乳幼児
9：00 〜 11：45 と保護者
つどいの
9月10日（火） 0 〜 3歳の乳幼児 広場

誕生月のお友だちは
10：30 〜 11：00 と保護者
誕生カードがもらえます。

【9月の講座】

管理栄養士による
離乳食についての
講話

0 〜 1歳半までの
講座室
乳幼児と保護者
（和室）
10：30 〜 11：30
15組

園庭の利用

毎週水曜日

9月19日（木）

0 〜 3歳の乳幼児 南鳩ヶ谷
保育所園庭

雨天中止となりますが、
その場合製作などを実施。 10：30 〜 11：30 と保護者

申込など

申込不要
申込不要

誕生月のお友だちは
時間厳守でお願いします。

9月11日
（水）
9：00 〜

来館または電話で、必ず
ご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

靴を入れるビニール袋を
お持ちください。

b南鳩ヶ谷6-6-18（南鳩ヶ谷保育所2階の一部分）

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
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て遊べます。
て、
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。
土曜日の13：30からは、工作などのイベントがあります。
（工作などの詳細
は、市ホームページをご覧ください）
g前川第6公園プレイリーダーハウス
i048-262-1181
南平児童交通公園プレイリーダーハウス i048-223-3117
2013.9
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児童センター
芝児童センター
A048-268-4308・E048-268-4309
おもちゃ図書館
ボランティアさんとおもちゃ
で遊びましょう。障害のあるお子
さんも気軽にご参加ください。
a9月6日（金）10：00〜12：00
（受付は11：30まで）
c未就学児と保護者
敬老の日企画
「伝統芸能を楽しもう」
銭太鼓・民謡など町会のかたと
児童センターの子どもたちが発
表 を し ま す。音 大 生 に よ る ク ラ
シックのミニライブもあります。
a9月21日（土）10：00〜12：00
f9月13日
（金）
10：00から
（電話可）
はぐはぐランド・とことこランド
「木の実で遊びましょう」

a9月18日（水）
はぐはぐ＝10：00〜10：50
とことこ＝11：00〜11：50
cはぐはぐ＝0歳児と保護者
とことこ＝1〜2歳児と保護者
f9月11日
（水）
10：00から
（電話可）
持ち物…上履き、お子さんの上履
き（とことこのみ）
※人数制限があります。
※はぐはぐランド終了後に身長・
体重を測定します。母子手帳を持
参してください。
おもちゃの病院
a9月22日（日）13：30〜16：00
（受付は15：30まで）
d30人
e無料（部品代がかかる場合があ
ります）
f9月8日
（日）
10：00から
（電話可）
元全日本卓球チャンピオン・
斎藤清選手の卓球教室
a9月22日（日）10：00〜12：00
c小学4年生〜中学生
d小学生10人、中学生10人
持ち物…上履き、
タオル、
ラケット
f9月8日
（日）
10：00から
（電話可）
※小学生でラケットがない場合は、
申し出てください。
ふたごひろば
多胎児の親子の交流の場です。
保健師さんに相談もできます。
a9月26日（木）11：00〜12：00
f前日まで（電話可）
おとうさんと遊ぼう
「ワンパクひろば」
マット・とび箱など運動遊具で
あそびましょう。
a9月29日（日）10：00〜11：00
c未就学児と保護者
（お母さんと
お子さんのみでも参加できます。
）
f前日まで（電話可）

戸塚児童センター あすぱる
A・E048-294-7550
親子で遊ぼうぴよぴよ・
にこにこ合同企画
「お母さんの健康について」保
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■休所日：火曜日、祝日
★車での来所はご遠慮ください

健師が骨密度を測ります。
a9月9日（月）10：00〜11：50
d30組（首の据わった乳児から2
歳までの親子・1年以内に計測し
ていないかた）
f9月2日
（月）
10：00から
（電話可）
※測定時は靴下・ストッキングな
どをぬぎ裸足になります。
クッキング
〜スイーツデコを作りましょう〜
a9月14日（土）
①10：00〜11：30
②12：00〜13：30
cd①3歳以上の未就学児と
保護者…15組
②小学生以上…20人
e100円
f9月2日
（月）
10：00から
（電話可）
敬老の日ふれあいコンサート
〜地域のおじいちゃんおばあちゃん
と子どもの交流会〜
東京芸術大学の学生によるバ
イオリン演奏ほか
a9月14日（土）14：30〜15：15
cd3歳以上の幼児
（保護者同伴）
から地域のおじいちゃん・おばあ
ちゃん50人
f9月6日
（金）
10：00から
（電話可）
リズム遊び
a9月20日（金）10：00〜10：45
c2歳以上の幼児と保護者
d25組
f9月6日
（金）
10：00から
（電話可）
自然観察会
〜小さな森の不思議探し〜
a9月28日（土）10：00〜12：00
c小学生以上
（幼児保護者同伴可）
d20人
持ち物…虫とりあみ・虫かご
f9月7日
（土）
10：00から
（電話可）
親子で遊ぼう
a9月30日（月）
ぴよぴよDay…10：00〜10：45
にこにこDay…11：10〜11：55
cぴよぴよDay … 0歳児（首の据
わった）と保護者
にこにこDay … 1〜2歳児と保
護者
f9月4日
（水）
10：00から
（電話可）
※人数制限があります。

南平児童センター
A・E048-223-7441
幼児工作
「オリジナルバッグを作ろう！」
a9月12日（木）10：30〜11：30
c満2〜4歳児と保護者
d20組（先着順）
e50円
持ち物…タオル、飲み物
f9月4日
（水）
10：00から
（電話可）
※親子ともに汚れてもよい服装
でご参加ください。
敬老の日プレゼントづくり
「フォトスタンドを作ろう！」
a9月14日（土）10：30〜11：30
c小学生
d20人（先着順）
f9月7日
（土）
10：00から
（電話可）

おはなし会
『とむとむ』による楽しいおは
なし、パネルシアター、おりがみ
工作
a9月14日（土）15：00〜15：30
c幼児以上（幼児は保護者同伴）
なかよしキッズ
「運動会がんばるぞ！」
a9月18日（水）10：30〜11：30
c満2〜4歳児と保護者
d35組（先着順）
持ち物…上ばき（親子とも）、タオ
ル、飲み物
f9月11日
（水）
10：00から
（電話可）
※親子ともに動きやすい服装で
参加ください。
ベビーマッサージ教室
a9月25日（水）10：00〜10：40
c1歳未満の乳児と母親
d10組（先着順）
e250円（マッサージのオイル代）
持ち物…バスタオル・タオル・飲
み物・オムツ
f9月15日
（日）
10：00から
（電話可）
にこにこ赤ちゃん広場
保健師による赤ちゃんの相談
や ベ ビ ー 対 象 の 計 測（10：00〜
10：15）もできます。
a9月30日（月）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…「気
をつけよう事故とけが」
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
ますのでご確認ください。）
親子わくわく体操教室
講師を招き、体操教室
a10月7日（月）10：30〜11：30
c満2〜4歳児と保護者
d20組（先着順）
持ち物…上ばき（親子とも）、タオ
ル、飲み物
f9月29日
（日）
10：00から
（電話可）
※親子ともに動きやすい服装で
参加ください。
とことこドライブday
コンビカーに乗って遊べます。
a9月4日
（水）
・9日
（月）
・11日
（水）
9：30〜11：30
c幼児と保護者

鳩ヶ谷こども館
A048-285-2425
おはなし会
「おはなしこっこ…はじまるよ〜！」
おはなしボランティアさんに
よる夢を届ける絵本と手遊び、わ
らべうたの会です。
a9月7日（土）10：30〜11：00
c3歳児〜小学生
d30人
f9月1日（日）から（電話可）
ひよこの会
〜0歳児さんとママのおしゃべり会〜
ママたちの情報交換の場やお
友達づくりの場です。
a9月13日（金）10：30〜11：30
c0歳児とママ
d20組
f9月6日（金）から（電話可）

アートクラブ（2回コース）
a9月14日（土）、29日（日）
①幼児コース 10：00〜11：30
②小学生コース 13：30〜15：00
14日は敬老の日のプレゼントを
つくります。
29日は赤とんぼとコスモスをつ
くります。
c①4歳児以上の未就学児と
保護者
②小学生
d各20人
持ち物…のり、
はさみ、
セロテープ
f9月7日（土）から（電話可）
十五夜のお祝いをしましょう
〜お月見団子作り〜
翌 日 は 敬 老 の 日。お じ い ち ゃ
ん・お ば あ ち ゃ ん も ぜ ひ ご 一 緒
に。
a9月15日（日）
①幼児コース 10：00〜11：30
②小学生コース13：30〜15：00
c①3歳〜未就学児と保護者
②小学生
d①20組 ②25人
持ち物（両コース共通）
料理用ボウル（直径15センチ位）、
フォーク、皿、飲み物、おてふき
f9月9日（月）から（電話可）
もの作りクラブ
〜オリジナルキーホルダーをつくろう〜
a9月21日（土）13：30〜15：00
c小学生 d20人
f9月13日（金）から（電話可）
おやこであそぼう！
〜秋まつりをしよう〜

みんなで楽しくゲームをしたり、
ミニ模擬店でお買い物もできます。
a9月27日（金）10：30〜11：45
c1歳〜未就園児と保護者
d40組
f9月20日（金）から（電話可）
もの作りクラブ
〜マジックカードをつくろう〜
a10月5日（土）13：30〜15：00
c小学生 d20人
f9月28日（土）から（電話可）
おやこの遊びひろば
〜鳩ぽっぽ〜
a毎週月・木曜日
10：00〜12：00
c0〜3歳児と保護者

f不要

母子福祉センター
A048-223-7655
■休所日：月曜日、
祝日

悩み相談
日ごろ抱えている悩み、自分で
判断できないことなど、顧問の先
生が個別に相談に応じます。
a9月22日（日）10：00〜15：00
c母子家庭と父子家庭のお子さ
んと保護者 d5人
f9月1日
（日）
10：00から
（電話可）
パッチワーク教室
2時間でできる小物を作ります。
a10月6日（日）13：00〜15：00
c母子家庭と父子家庭のお子さ
んと保護者
d15人（先着順）
e150円（材料費）
f9月29日（日）まで（電話可）

