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（園）への車での来園は
子育て支援事業 ※各保育所
ご遠慮ください

月

1歳児（15組）

2歳児～未就園児（15組）

12日㈫バランスボール
22日㈮うんどうあそび

8日㈮お正月あそび
21日㈭うんどうあそび

戸塚西 1
保育所 月

5日㈫バランスボール
22日㈮うんどうあそび

8日㈮お正月あそび
21日㈭うんどうあそび

1
里
保育所 月

22日㈮うんどうあそび

8日㈮お正月あそび
21日㈭うんどうあそび

9：30
〜

南青木 1
保育所 月

時間

11：00

※参加申し込みは1カ月1回となります。
fg12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

0歳児サークル「ぴっころ」（第3期 1月・2月）
a1月19日・26日・2月2日・9日・16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。
（インファントマッサージ・子育ての話・離乳食試食など）
記入例
c平成27年7月1日～ 8月31日生まれの市
内在住で第1子のかた
（保育所・家庭保育室な （往復はがき） サークル「ぴっころ」希望
お子様の氏名
（ふりがな）
どに在籍のかたは対象外）
＊生年月日
＊保護者氏名
自宅の住所
f往復はがきで12月21日㈪必着。
＊住所
氏名
応募者多数の場合は抽選
＊電話番号
＊親子自己PR
※宛先・問い合わせ
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
里保育所
〒334-0005 里493-1

園庭開放
a12月10日㈭・17日㈭ 1月は28日㈭です。
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

育児相談

※車での来園はご遠慮ください。

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

来春、小学校に入学する児童の子ども医療費の資格登録申請
小学校入学後に子ども医療費を利用するには、新たに資格登録申請が必
要です。現在、ピンク色の子ども医療費の受給資格証をお持ちのかたに
は、申請書などを11月下旬に郵送しました。
受給資格証の有効期間
平成28年4月1日～9月30日 ※毎年6月に更新が必要です。
※小・中学生の子ども医療費は、支給制限（税などの完納要件）がありま
す。支給制限に該当した場合、受給資格証は送付されません。詳細は郵送
した書類をご覧ください。
f12月28日㈪当日消印有効
期限を過ぎて申請すると、平成28年3月末までに受給資格証をお送りで
きない場合があります。小・中学生のこども医療費の財源は、市民の大切
な税金です。適正受診にご協力ください。
g子ども育成課 A048-258-1113

行事名称

日時

b場所

c対象

d定員

e費用・料金 f申込・提出・応募
g問い合わせ mEメール

南鳩ヶ谷地域子育て支援センター

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。
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・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）
場所

a日時・期間

A048-283-7178

対象

場所

申し込みなど

12月17日㈭ 7カ月～1歳11カ月
12月9日㈬
【12月の講座】 10：30 ～ 11：30 の乳幼児と
講座室 9：00 ～
親子ヨガで
初めてのかたは、 保護者10組
（和室） 来館または電話で本
開始時間30分前
リフレッシシュ

預かり保育はありませ
にお越しください。 ん。

園庭の利用

毎週水曜日
南鳩ヶ谷
10：30 ～ 11：30 3歳までの
保育所
靴を入れる
乳幼児と保護者
ビニール袋を
園庭

雨天中止の場合は
工作や室内遊びなど
を実施。

人がお申し込みくだ
さい。
（先着順）

持参ください。

子育てひろばポッポ♡
行事名称

不要

日時

A 048-287-4611
対象

申し込み（先着順）

場所

子育てミニ講座 12月9日㈬
11カ月までの乳児と
10：00～11：30
保護者20組
「離乳食」

12月7日㈪

あそぼう会
12月17日㈭ 1 ～ 3歳の幼児（歩行
「クリスマス会」 10：30～11：30 完了児）と保護者15組

12月15日㈫

9：00～

子育てひろば
赤ちゃんママサロン 12月16日㈬ 11カ月までの乳児と ポッポ♡
12月14日㈪
（埼玉高速鉄
（ママ同士の交流や
9：00～
13：30～14：30
保護者15組
道
「鳩ヶ谷駅」
ふれあいあそび）
地下1階）

9：00～

f電話で参加者氏名・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。 g子育てひろばポッポ♡
A 048-250-1221
E048-250-1643

子育てサポートプラザ
行事名称

お父さんと
あそぼう

日時

12月5日㈯

10：00～12：00

子育てミニ講座 12月17日㈭

「母乳・自然卒乳」 10：00～11：30

あそび講座

「クリスマス会」

12月22日㈫

10：30～11：30

子育て講演会

対象

場所

3歳までの
乳幼児と父親30組

申し込み（先着順）

時間内出入り自由
申し込み不要

子育て

0～1歳の
12月10日㈭
サポートプラザ
9：00～
乳児と保護者30組
1～3歳の
幼児と保護者20組

（リリア2階）

12月15日㈫
9：00～

就学前の乳幼児の

「理想のママ」
をめ
鳩ヶ谷駅
保護者と家族・子育て
12月18日㈮
ざ す あ な た へ～ 1月17日㈰
市民センター
9：00～
映像と朗読、
生演 10：30～12：00 支援に感心のあるかた
（多目的ホール）
奏 を 楽し む 絵 本
150人
（子ども同伴可）
ライブ～

f電話・FAXで参加者氏名・子どもの名前と年齢・電話番号をお知らせくださ
い。
※保護者は1人のみでお願いします。
（講演会は複数でも可）
g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

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…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）
a12月2日㈬、1月7日㈭、2月6日㈯ 10：00～11：00
b青木会館3階大会議室
サポーター講習会（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。
ab1月20日㈬ 11：00～16：00 青木会館4階中会議室B
3月 2 日㈬ 10：00～15：30 青木会館2階中会議室A
後日、
「子どもとのふれあい遊び」
体験
（1時間）
を行います。
d40人（先着順）
fgかわぐちファミリー・サポート・センターへ電話で
（月～金曜日の祝日を除く9：00 ～ 17：00）

親子ふれあい体験保育

※車での来園はご遠慮ください。

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！
a①12月10日㈭・②1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）
【①12月3日㈭まで ②1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27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。
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児童センター
芝児童センター
芝っこ冬まつり

～知って！あそんで！！みんなの芝児～
子ども実行委員・ボランティア
によるステージ発表、
模擬店、
ゲー
ムコーナーなど
a12月13日㈰10：00～14：00
※終了後は片付けのため、一般利
用はできません。
持ち物…上履きまたはスリッパ
※前日12日㈯は準備のため、
17時で閉館

南京玉すだれ・銭太鼓教室
a12月5日㈯・6日㈰
11：00～12：00
d10人
（先着順）
c小学生以上 f受付中

ママのおしゃべりタイム

お茶を飲みながら、ママ友作り
をしましょう。
a12月9日㈬10：30～11：30
c0歳と保護者
d15組
（先着順） e100円
f12月5日㈯10：00～
（電話可）

ひろばのちょっとティータイム
～クリスマスをたのしみましょう～
a12月18日㈮10：30～11：30
c3歳未満の親子
d30組
（先着順）
e100円
（茶菓子代）
f12月11日㈮10：00～
（電話可）

※食物アレルギーのかたは申し込
み時にご確認ください。

はぐはぐランド・とことこランド
「クリスマス会を楽しみましょう」
a12月16日㈬
はぐはぐ＝10：00～10：50、
とことこ＝11：00～11：50
c はぐはぐ＝0歳乳児と保護者、
とことこ＝1～2歳児
f12月9日㈬10：00～
（電話可）
持ち物…上履き、お子さんの上履
き
（とことこのみ）
※申し込み人数によってはお断り
する場合があります。
※はぐはぐランド終了後に身長・
体重の計測を行います。母子手帳
をご持参ください。

クリスマス・ティーパーティー
音楽のミニコンサート、子ども
たちの発表を見ながらお茶を飲み
ましょう。
a12月19日㈯10：00～12：00
d80人
（先着順）
f12月9日㈬10：00～
（電話可）
持ち物…飲み物

新春卓球大会
a1月10日㈰13：30～15：30
c 小学生の部、
中学生の部
d各15人
（先着順）
持ち物…ラケット（持っているか
た）
、
上履き

南平児童センター

A・E048-223-7441

クリスマスおはなし会

南平児童センター 冬まつり

「とむとむ」による楽しいおは
なしや、
パネルシアターなど。
あわてんぼうのサンタさんに
会えるかも。
a12月13日㈰15：00～15：30
c 幼児以上
（幼児は保護者同伴）

にこにこ赤ちゃん広場

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。
a12月14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…「サ
ンタさんとクリスマス」
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。）

なかよしキッズ「みんなでクリスマス会！」

a12月16日㈬10：30～11：30
c満2～4歳児と保護者
d35組
（先着順）
持ち物…上履き（親子とも）、タオ
ル、
飲み物
f12月9日㈬10：00～
（電話可）
※親子ともに動きやすい服装で
ご参加ください。

母子・父子福祉センター

23

A 048-268-4308
E048-268-4309

模擬店、
遊びコーナー、
人形劇、
物作
り体験などみんなで楽しみましょう！
a12月20日㈰10：00～14：00
※土足禁止ですので、履物を入れ
る袋を持参してください。

お正月工作「お正月飾りをつくろう！」

a12月25日㈮14：00～15：00
c 小学生以上 d10人
f12月12日㈯10：00～
（電話可）

かきぞめ会

a12月27日㈰10：00～12：00
c小学生以上 d20人
（先着順）
持ち物…書道用具一式、ビニール
シート、
新聞紙、
お手本
f12月13日㈰10：00～
（電話可）

ピカピカ大作戦

みんなで大そうじをして、児童
センターをきれいにしましょう！
a12月27日㈰13：30～
c来館者

とことこドライブday

コンビカーに乗って遊べます。
a12月9日㈬、11日㈮、21日㈪、
24日㈭9：00～11：30
c幼児と保護者

A048-223-7655
■休所日：月曜日、祝日

フラワーアレンジメント教室

書き初め教室

a12月20日㈰13：00～15：00
c母子・父子家庭のお子さんと保護者
d15組
（先着順） e600円
持ち物…花ばさみがあるかたはお持ちください。
f12月1日㈫～
（電話可）

a1月7日㈭10：00～14：00
c母子・父子家庭のお子さんと保
護者 d15組 e無料
持ち物…お手本、
太筆
f12月1日㈫～
（電話可）
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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

子育て

戸塚児童センター あすぱる A・E048-294-7550
ウィンターパーティー

『ビンゴ大会や模擬店など楽し
いこといっぱい！』
a12月20日㈰10：00～14：00
※前日19日㈯は準備のため17時
閉館 当日20日㈰は片付けのた
め17時閉館
実行委員会…12月5日㈯13：30
～15：30・19日㈯13：30～15：30

親子で遊ぼう

“ミニクリスマス”
サンタさんとミニクリスマスを楽
しもう。
保健師さんも来てくれます。
a12月18日㈮
ぴよぴよＤay…11：10～11：55
にこにこＤay…10：00～10：45
cぴよぴよＤay…
0歳
（首の据わった）
と保護者
にこにこＤay…
1～2歳の乳幼児と保護者
f12月6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。

おもちゃの病院

壊れたおもちゃの修理をします
a12月21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

ママのおしゃべりカフェ

ママの情報交換の場とお友だち
づくりのお手伝いをします
a12月11日㈮10：00～11：00
c0歳児と保護者 d15組
f12月2日㈬10：00～
（電話可）

鳩ヶ谷こども館
ちょっと早い…ミニミニクリスマス会

ブラックパネルシアター上演など
みんなで楽しく過ごしましょう！
a12月6日
（日）
14：00～15：00
c1歳～小学生（幼児は保護者同
伴） d50人
f12月2日
（水）
～
（電話可）

アートクラブ
（2回コース）

a12月12日㈯・26日㈯
①幼 児 コ ー ス 10：00～11：30
②小学生コース 13：30～15：00
12日
「クリスマス制作」
26日
「年賀状制作」
c①4歳児以上の幼児と保護者
②小学生 d各コース20人
f12月5日㈯～
（電話可）

ひよこの会

～0歳さんとママのおしゃべり会～
a12月18日㈮10：30～11：30
c0歳とママ d20組
f12月10日㈭～
（電話可）

おやこであそぼう

～おりがみで遊ぼう
（クリスマス制作）～

a12月11日㈮10：30～11：30
c1歳児～未就園児と保護者
d20人 持ち物…のり
f12月3日㈭～
（電話可）

ものづくりクラブ

～折り紙でクリスマスツリーを作ろう～
a12月19日㈯13：30～15：00
c小学生 d20人
持ち物…飾り物、
のり、
はさみ
f12月12日㈯～
（電話可）

クッキング

～クリスマスケーキを作りましょう♪
パティシエによるケーキ作り教室～
a12月12日㈯10：00～13：00
c3歳以上の幼児～2年生の親子
15組
d小学3年生以上…10人e500円
持ち物…エプロン、三角巾、マス
ク、
お手ふき
f12月6日㈰10：00～
（電話可）

工作教室

ペットボトルで羽子板を作ります。
a12月25日㈮13：30～15：00
c小学生以上 d15人程度
f12月12日㈯10：00～
（電話可）
※ボランティア団体
「おむすびの会」
のみなさんの協力で実施します。

絵画教室
（3回コース）

プロの画家が絵画の描き方を
教えてくれます。
a12月25日㈮～27日㈰
10：00～12：00
c小学生以上 d15人
持ち物…絵具セットのある人
f12月9日㈬10：00～
（電話可）

書き初め会とお正月遊び

a1月6日㈬①書き初め会10：30
～12：00②お正月遊び
（コマ、
ベー
ゴマ、福笑い、けん玉など）
13：00
～14：00
c①書き初め小学生以上（幼児5
歳以上は保護者同伴で可）
20人
②お正月遊びはどなたでも
f12月18日㈮10：00～
（電話可）

A048-285-2425
もちつき大会実行委員会募集！

a12月12日㈯19日㈯16：00～
c小学3年生以上
f12月5日㈯～
（電話可）

もちつき大会

子どもも、
大人も、
みんなでもちつき
体験！おいしいお餅を頂きましょう！
a12月20日㈰13：00～15：00
※お餅がなくなり次第終了。
持ち物…飲み物
f不要
前日準備のため19日㈯は、17時
閉館となります。

書き初め会

ボランティアさんと書き初めをしよう！
a1月6日㈬13：30～15：00
c3歳～小学生以上（幼児は保護
者同伴）
持ち物…書道セット、半紙、雑巾、新
聞、
学校で配布されたお手本
（小学生）
f12月16日㈬～
（電話可）

映画会（冬休み企画）

幼児向け、小学生向けの映画を
上映します。
a1月7日㈭
①幼児の部 10：00～11：00
②小学生の部 13：00～15：00
c①3歳以上の幼児と保護者
②小学生
f不要

みんなでピカピカ大掃除

a12月25日㈮13：30～14：30
持ち物…雑巾 f不要

