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子育て支援事業
みんなであそぼう

園庭開放

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
※飲み物は各自でご用意ください。
（お茶またはさ湯）

1歳児（15組）
7日（木）お外であそぼう
19日（火）つくってあそぼう

6日（水）西口公園であそぼう
13日（水）つくってあそぼう

戸塚西 11
保育所 月

7日（木）おさんぽしよう
19日（火）つくってあそぼう

6日（水）おさんぽしよう
13日（水）つくってあそぼう

里 11
保育所 月

7日（木）おさんぽしよう
19日（火）つくってあそぼう

6日（水）おさんぽしよう
13日（水）つくってあそぼう

2歳児〜未就園児（15組）

※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

時間

9：30
〜

場所 月
南青木 11
保育所 月

11：00

10月10日（木）から
月〜金曜日の
13：00〜16：00

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！
a①10月10日（木）
・②11月14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）
【①10月3日
（木）
まで ②11月7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

（土）0 〜 3歳の乳幼児と
お父さんとあそぼう 10月19日
10：00〜12：00
父親
あそび講座
「運動会」
子育てミニ講座

10月24日（木） 2 〜 3歳の幼児と
10：30〜11：30

保護者20組

10月29日（火） 0 〜 3歳の乳幼児と

「0〜3歳児に起きやすい事故・
けがの対処法、
119番のかけ方」 10：00〜11：30

場所

申し込み（先着順）

時間内出入り自由
申し込み不要

子育て
サポート
10月17日
（木）
プラザ
9：00〜
（リリア2階）

10月22日
（火）

保護者25組

9：00〜

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。 ※あそび講座は1年間で親子1組、1回のみ、いずれの講座も
保護者は1人のみ。
g子育てサポートプラザまたは子育て支援課
◆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。
）
日

時

内

容

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

講座3 11月 7日
（木）
10：00 〜 12：30
講座5 11月21日
（木）
10：00 〜 12：30

子どものけがと病気の応急処置

子どもの遊びと活動の注意点
子育てサポーターの登録について

bかわぐち市民パートナーステーション会議室1（キュポ・ラM4階）
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）
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。
（受付中）
g子育てサポートプラザまたは子育て支援課

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
て、
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。
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
◆プレイリーダーとあそぼう わんぱくまつり
a10月19日（土）10：00 〜 15：00 b南平児童交通公園
・ターザンロープ・スラックライン・魚釣り・プチプチあそび・紙工作「かざぐ
るま」
・紙工作「帽子」
・伝承あそび
プレイリーダーがワクワクするようなあそびを用意してお待ちしていま
す。申し込みは不要です。

南青木保育所・戸塚西保育所・里保育所
ˆ 10月18日（金）
・23日（水）
・30日（水）
11月11日（月）
・22日（金）
・29日（金）
9：30 〜 11：00（受け付けは9：30 〜 10：00）
申し込み不要。雨天中止となります。

育児相談

ˆ 毎週月〜金曜日 13：00〜16：00
∂ 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。
子育てひろばポッポ♡
A048-287-4611
日時

あそぼう会
「リズム・運動会」

対象

場所

申し込み（先着順）

10月18日（金） 1 〜 3歳の幼児と 子育てひろば 10月11日（金）

9：00〜
ポッポ♡
（埼玉高速鉄
ふれあいマッサージ
10月28日（月） 3 〜 10カ月の乳児 道「鳩ヶ谷駅」 10月21日（月）
（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）

保護者15組

10：30〜11：30

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子育てひろばポッポ♡または子育て支援課

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

10月7日（月） 0 〜 3歳の乳幼児
9：00 〜 11：45 と保護者

（木）0 〜 3歳の乳幼児
誕生月のお友だちは誕生 10月17日
カードがもらえます。
10：30 〜 11：00 と保護者
ミニ劇場も予定しています。
【10月の講座】

講師による
「リズム親子体操」

園庭の利用

1 〜 3歳までの
乳幼児と保護者
10：30 〜 11：30
15組

10月24日
（木）
毎週水曜日

つどいの
広場

申し込みなど

申込不要

和
室 申込不要
誕生月のお友だちは
（講座室） 時間厳守でお願いします。
つどいの
広場

0 〜 3歳の乳幼児 南鳩ヶ谷
保育所園庭

雨天などにより中止の 10：30 〜 11：30
場合は制作などを実施。 10月9日・16日は中止 と保護者

10月16日
（水）
9：00 〜

来館または電話で、必ず
本人が申し込みください。
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。

おやこの遊びひろば公開研修会「子育て力アップ講座」
「抱っこでステップ・ベビーダンス」 講師 橋本 のり子 氏
a10月22日（火）①13：30 〜 14：30 ②15：00 〜 16：00
b里公民館 ホール
持ち物…だっこひも・体温計・筆記用具・飲み物・タオル
服装…動きやすい服装
cおおむね3歳までの乳幼児と保護者 e無料 d各25組
f10月9日（水）11：00から16日（水）17：00までにコマームへ
i048-299-2275
（希望の時間帯をお申し出ください。ご希望に添えない場合もあります。）
gコマームまたは子育て支援課

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…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）
a10月19日（土）、11月15日（金）、12月10日（火）10：00 〜 11：00
b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）
a11月13日（水）、1月15日（水） 13：00〜16：00
bかわぐち市民パートナーステーション会議室（キュポ・ラM4階）
※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。
f要予約電話受付（定員40人・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かわぐちファミリー・サポート・センターまたは子育て支援課
2013.10
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児童センター
児童センター・鳩ヶ谷こども館は
ボランティア見本市に参加します。
楽しいゲームがあります。
a10月20日
（日）
10：00〜15：30
b川口西公園（リリアパーク）

芝児童センター
A048-268-4308・E048-268-4309
川口ふれあい子ども囲碁ひろば
a10月12日（土）
・26日（土）
9：30〜11：30
c小学生以上
（幼児は保護者同伴で可）
※保護者も可
f前日まで(電話可)
なわとび大会
a10月13日(日)14：00〜15：00
c小学生以上
はぐはぐランド・とことこランド
「小さな運動会」
a10月16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
f10月9日
（水）
10：00から
（電話可）
持ち物…上ばき、お子さんの上ば
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。
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。
a10月23日(水)10：30〜11：30
c0歳児と保護者
d15組（先着順） e100円
f10月9日(水)10：00から
（電話可）
ハロウィーン・ウイーク
☆写真撮影コーナー
ハロウィーンの背景で、自由に
撮影できます。簡単な仮装も用意
しています。
a10月23日（水）〜31日（木）
☆ハロウィーンコスチューム作り
a10月26日
（土）
14：00〜15：00
c小学生 d20人
持ち物…はさみ、のり
f10月19日
（土）
10：00から
（電話可）
☆ハロウィーンクッキング
「おばけ サンドウィッチ」
a10月27日
（日）
10：30〜12：00
c小学生 d10人 e100円
持ち物…エプロン、三角巾、おてふき
f10月20日
（日）
10：00から
（電話可）

戸塚児童センター あすぱる
A・E048-294-7550
クッキング
〜おだんご汁を作りましょう〜
a10月12日（土）
①10：00〜11：30
②12：00〜13：30
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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

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
f10月4日
（金）
10：00から
（電話可）
おもちゃの病院
（壊れたおもちゃの修理）
a10月17日（木）
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。
おもちゃ図書館
a10月17日
（木）
13：00〜17：00
c乳幼児と保護者、小学生から高
校生まで
※障害のあるお子さんも安心し
て遊べます。
のびのびアート
a10月18日
（金）
11：00〜11：45
c2歳以上の幼児と保護者
f10月7日
（月）
10：00から
（電話可）
ママのおしゃべりカフェ
ママの情報交換の場とお友だ
ち作りのお手伝いをします。
a10月18日
（金）
10：00〜11：00
c0歳児と保護者 d15組
f10月7日
（月）
10：00から
（電話可）
地域ふれあい囲碁大会
a10月19日（土）
10：00〜12：00
c小学生以上〜地域の囲碁の好
きなかた d20人
f10月5日
（土）
10：00から
（電話可）
※第1・3土 曜 日 に 囲 碁 ひ ろ ば を
開催しています。
親子で遊ぼう
〜運動会ごっこをしよう！〜
保健師さんによる育児相談も
受けられます。
a10月28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
f10月16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
ぬり絵コンテスト
a応募…10月2日
（水）
〜11日
（金）
開館時間中
投票…10月12日
（土）
〜13日
（日）
12：00まで
発表…10月13日
（日）
13：30から
c幼児以上（幼児は保護者同伴）
f遊びに来たときにお申し込み
ください。
ベビーマッサージ教室
a10月16日
（水）
10：00〜11：30
c1歳未満の乳児と母親
d15組（先着順）
持ち物…バスタオル・タオル・飲

み物・オムツ
f10月9日
（水）
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
a10月19日
（土）
15：00〜15：30
c幼児以上（幼児は保護者同伴）
チャレンジ体力テスト
a10月20日
（日）
10：30〜11：30
c小学生 d20人（先着順）
持ち物…タオル・飲み物
f10月13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。
a10月21日
（月）
10：00〜11：30
ベビー（0歳）10：15〜
キッズ（1歳）10：45〜
※今月のワンポイント講座…「人
形劇がやってくる！」
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。）
リサイクルバザー
リサイクル品（衣類、日用雑貨、
おもちゃ）の販売や模擬店など
a10月27日
（日）
10：00〜12：00
その他…10月26日
（土）
はバザー準
備のため、
遊ぶことはできません。
※館内は土足禁止のため、靴を入
れる袋をご持参ください。
ハンドベルクラブ メンバー募集
きれいな音のハンドベルを演
奏しましょう。冬まつりで発表し
ます。
a10月28日〜12月9日の毎週月
曜日16：00〜17：00
12月15日（日）の冬まつりで発表
します。
c小学生 d12人
f10月13日
（日）
10：00から
（電話可）
なかよしキッズ
「ハロウィーンあそびをしよう！」
a10月30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
f10月23日
（水）
10：00から
（電話可）
※親子ともに動きやすい服装で
ご参加ください。
ひよこ体操広場
a10月31日
（木）
10：30〜11：15
c満1歳児と保護者
d20組（先着順）
持ち物…上ばき・タオル・飲み物
f10月20日
（日）
10：00から
（電話可）
冬まつり子ども実行委員会
メンバー募集
冬まつりに向けての準備や当日
のお店をお手伝いしてくれる人
を募集します。
a11月16日〜12月7日
毎週土曜日13：00〜14：00
c小学生以上 d20人（先着順）
f11月2日
（土）
10：00から
（電話可）

鳩ヶ谷こども館
A048-285-2425
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 f前日まで
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
友だちづくりの場です。
a10月11日
（金）
10：30〜11：30
c0歳児とママ d20組
f10月4日（金）から（電話可）
アートクラブ（2回コース）
a10月12日（土）、26日（土）
①幼児コース
10：00〜11：30
②小学生コース 13：30〜15：00
12日は秋を描きます。
26日はハロウィン製作をします。
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、
ハサミ、
セロテープ
f10月5日（土）から（電話可）
芸術の秋に…
〜手づくりてがみをつくろう！〜
a10月19日
（土）
13：30〜15：00
c4歳児〜中学生（未就学児は保
護者同伴） d20人
持ち物…官製はがき1枚
f10月10日（木）から（電話可）
おやこであそぼう！
〜おりがみであそぼう〜
ハロウィーングッズをつくります。
a10月25日
（金）
10：30〜11：30
c1歳児〜未就園児と保護者
d20組
f10月18日（金）から（電話可）
けん玉であそぼう！
〜けん玉名人がやってくるよ！〜
a10月27日
（日）
13：30〜14：30
c小学生以上 d20人
f10月20日（日）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

センターまつり
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・パッチワーク
作品の展示、茶処など。
a10月27日
（日）
10：30〜14：00

