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みんなであそぼう
年齢に応じた楽しい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。 対象…おおむね1歳（歩行完了児）〜3歳の幼児と保護者
持ち物…上ばき・手ふきタオル・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）
※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。
場

所 月

保南
育青
所木
保戸
育塚
所西

1歳児（15組）

2〜3歳児（15組）

親子講習
1〜3歳児
（20組）
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22日
（金）
水あそび
27日
（水）
水あそび

20日
（水）
水あそび
28日
（木）
水あそび

5日
（火）
七夕飾りをつくろう
12日
（火）
スライムであそぼう

7
月

21日
（木）
水あそび
27日
（水）
水あそび

20日
（水）
水あそび
28日
（木）
水あそび

5日
（火）
七夕飾りをつくろう
12日
（火）
スライムであそぼう

時間

9：30
〜
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 受付時間 月〜金曜日13：00〜16：00
戸塚西保育所蘂048−298−4952 受付開始 6月6日（月）から

子育てサポートプラザ
☆つどいの広場（平日9:00〜12:00、13:00〜16:00）
子育て中の親子が集い、遊び、語らい、学び合う場所です。3歳までのお子さん
と保護者が利用できます。
☆子育て相談（平日9:00〜16:00受付）
子育て中の悩みや不安がありましたら、電話もしくは来所時にお気軽にスタッ
フへお声かけください。
☆子育て情報の提供
情報コーナーやインターネットで、子育て情報を提供しています。子育てに関
する講座も実施しています。

《子育てサポートプラザ6月のイベント》
①父と子のつどいの広場
休日につどいの広場をお父さんと子どもが利用できます。
日時…6月5日
（日）10:00〜12:00（時間内出入り自由）
対象…就学前の子どもと父親
※事前申し込みの必要はありませんので、当日は直接来所ください。
②子育てミニ講座
「なぜ、歯磨きするの?」
日時…6月21日
（火）10:00〜11:30
対象…0〜3歳の子どもと保護者25組（先着順）
申し込み…6月14日
（火）9時から来所、電話またはFAXで受付開始
③あそび講座
「七夕」歌やゲーム、手遊びを親子で楽しみます
日時…6月23日
（木）10:30〜11:30
対象…1〜2歳の子どもと保護者20組（先着順）
申し込み…6月16日
（木）9時から来所、電話またはFAXで受付開始
④子育て講演会
「むずかしい子にやさしい子育て」
〜ADHDのペアレントトレーニングに学ぼう〜
日時…6月29日
（水）9:50〜12:00
対象…子育て中のかた・ペアレントトレーニングに関心のあるかた130人（先着順）
託児…10人（先着順）講演会は大人のみの参加で子ども連れの参加不可
申し込み…6月1日
（水）9時から来所、電話またはFAXで受付開始
※託児希望の場合は子どもの名前、年齢、人数をお知らせください。

園庭開放
6月は2日
（木）
・10日
（金）
・23日
（木）です。※7月の園庭開放はお休みします。
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
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

※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。
蘂048ー222ー6011
●川口駅前保育園（川口1−1−1 キュポ・ラ8F）
●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

かわぐちファミリー・サポート・センター
かわぐちファミリー・サポート・センターは、子どもたちの育ちを支える地域づく
りを目指した住民参加型の会員組織です。
援助内容…幼稚園・保育所（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カ月以上〜小学3年生対象の援助）
援助活動費…1時間700円〜
説明会
子育ての援助を希望されるかた
6月 8 日
（水）10:30〜11:30 青木会館3階大会議室
6月22日
（水）13:30〜14:30
かわぐち市民パートナーステーション
会議室1・2（キュポ・ラM4階）
申し込み…要予約 電話受付
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ー252ー3388（月〜金曜日の祝日を除く9:00〜17:00）

公開おやこの遊びひろば研修会
子育て力 アップ講座
日時・場所…6月14日（火）14:00〜16:00
中央ふれあい館講座室1・2号
内容…リフレッシュダンス
（講師:吉田諭代氏）
持ち物…ヨガマット
（持ち合わせていないかたは、バスタオルなどでもかまいません。）
対象…子育てをしているかた、子育て支援に関心のあるかた
費用…無料 定員…40人
ひととき保育有り
（抽選）定員20人 ※要予約（往復はがきで申し込み6月7日（火）必着）
申し込み…6月1日
（水）11時からコマーム蘂048-256-1666
締め切り…6月10日
（金）
問い合わせ…子育て支援課支援係またはコマーム
さとよ

平成23年度 子育て支援課に登録している育児サークル一覧
活動日や活動内容など、詳細は各サークルにお問い合わせください。
主な活動地区

中 央

場所…①、②、③は子育てサポートプラザ ④は西公民館講座室
申し込み・問い合わせ…子育てサポートプラザへ出席者氏名、電話番号、子ども
の名前と年齢を電話またはFAXでお知らせください。
蘂048ー250ー1221 薨048ー250ー1643

こんにちは赤ちゃん事業
川口市では生後4カ月までの赤ちゃんのいるすべてのご家庭を訪問します。
赤ちゃんの健やかな成長と、保護者のみなさんの子育てを応援するため、妊産
婦・新生児訪問を利用していないご家庭を「こんにちは赤ちゃん訪問員」が訪問
し、子育てに関する情報提供を行います。
里帰りなどでご不在のご家庭は、生後4カ月を過ぎても訪問しますので、ご連
絡ください。
問い合わせ…子育て支援課
蘂048ー258ー4802（こんにちは赤ちゃん事業担当）

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!
期日…6月9日（木）
・7月14日（木） 時間…9：30〜11：00
対象…市内在住、1歳から3歳のお子さんと保護者 持ち物…上ばき
申し込み・問い合わせ…各保育所（園）
〈実施日の一週間前まで〉
受付時間…10：00〜15：00

横曽根

青 木
南 平
神 根

芝
安 行

戸 塚

サークル名
親と子の絆〜Love Baby's〜
川口deおはなし会
シュタイナーの遊びの会
アレルギーっ子の会「たんぽぽ」
つくしんぼ会
みんなで子育てWAIWAIひろば
ガチャポン☆キッズ
仲ちゃんおはなし広場
子育てプレイルーム
たけのこの会
ピョンアリ会
ミッキークラブ
青木「ぐぅ・ちょき・ぱぁ」
ち ゅ ち ゅ

chuchuグループ
親子リトミック タンバリン
アイアイ
Picoクラブ
わんぱくらんど
キャラメルキッズ
女性子育て期支援拠点 アトリエ0123
のびのびこぐま
戸塚「ぐぅ・ちょき・ぱぁ」
キッズアイランド
チャイルドサポートとつか
わんぱくクラブ
ひよこクラブ
のびろっこクラブ

代 表 者
林田美由紀
小河 知夏
黒坂
忍
中西 庸子
島貫美由紀
橋紀久江
宮本 和美
鈴木・佐仲
斉藤
繭
山口 麻子
金 ソンイ
森島多栄子
矢作 節子
唐澤 奈々
宮村
茂木喜久子
荒木 幸子
瀬下・小林・大熊
金杉真理子
原口 伸明
鎌倉
矢作 節子
清水
愛
加藤恵一郎
渋谷 奈穂
林 しをり
鎌倉

連
絡
先
rbm̲love̲baby@yahoo.co.jp
家庭児童相談室（048-257-3330）
n27c5b768e54y@t.vodafone.ne.jp
080-1445-9926
048-255-5331
048-257-7670（NPO法人WAIWAI事務局）
kaz3-kaz3.123@docomo.ne.jp
鈴木048-252-0158 佐仲048-252-1938
048-251-1326
takenoko@mama-plus.net
048-241-3070
090-3149-6783
048-251-4477
090-1999-5775
tanbarin@softbank.ne.jp
048-295-6523
048-282-9075
048-252-8913（大熊）
mari-don@vm01.ne.jp
090-3509-8808
家庭児童相談室（048-257-3330）
048-251-4477
048-437-7114
048-295-4109
090-8583-4492
090-4742-1343
家庭児童相談室（048-257-3330）
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子育て
芝：蘂048-268-4308・薨048-268-4309
■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
「夏まつり」実行委員募集
（ボランティア）

南

平：蘂・薨048-223-7441

対象…3歳〜大人（未就学児は保
護者同伴） 定員…15人 費用…
3回で300円 申し込み…6月10
日（金）から（電話可）

戸塚児童センター あすぱる

日時…①6月11日（土）
「サマーフェスティバル」
②6月25日（土）
③7月9日（土）
実行委員募集（ボランティア）
13:30〜15:00
対象…小学3年生以上（大人も可）
日時…第1回実行委員会＝6月18
申し込み…6月1日
（水）
から
（電話可） 日（土）14:00〜16:00
※ 夏 ま つりは 、7 月 1 0 日（ 日 ）
第2回実行委員会＝7月2日
10:00〜13:30を予定しています。 （土）14:00〜16:00
前日準 備 ＝ 7 月9日（ 土 ）
14:00〜16:00
はぐはぐランド・とことこランド
内容…フェスティバルの企画・準備
日時…6月22日（ 水 ）10:30〜
対象…小学4年生以上（中学生・高
11:50（はぐはぐ・とことこ合同）
校生・大人も可、
地域のかた歓迎です）
内容…子どもの救急医療（小児科
申し込み…6月1日（水）10:00か
医による特別講座）
ら（電話可）
対象…0〜3歳のお誕生日までの
※サマーフェスティバルは、7月10
乳幼児と保護者 ※託児はありま
日（日）10:00〜14:00を予定し
せん。 定員…60組（先着順）
ています。
申し込み…6月10日（金）9:30か
ら（電話可）
ママのおしゃべりカフェ

父の日のプレゼント作り
〜もこもこキーホルダー〜
日時…6月18日（土）
13:30〜14:30
対象…小学生以上
定員…15人 費用…30円
申し込み…6月11日（土）から（電
話可）

もうすぐママ・パパ講座
（3回コース）
日時…6月20日（月）、26日（日）、
7月4日（月）13:00〜15:00
内容…マタニティーヨガ ※26日
のみ夫婦で参加いただけます。
対象…妊婦のかた（お子様連れ可）
※1年以内に「もうすぐママ講座」
に参加し、出産されたママもお申し
込みいただけます。
定員…20人（先着順）
申し込み…6月8日
（水）
から
（電話可）
費用…3回で1,500円
持ち物…バスタオル、水分補給用
の飲み物

ママのおしゃべりタイム
日時…6月29日（水）
10:30〜11:30
内容…お茶を飲みながら、気軽にマ
マ友づくりをしましょう。
対象…0歳と保護者 定員…15組
（先着順） 費用…100円
申し込み…6月20日（月）9:30か
ら（電話可）

茶道体験教室（3回コース）
日時…6月19日（日）、26日（日）、
7月3日（日）10:00〜11:30
内容…お茶をたてて、
お菓子ととも
にいただきましょう
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日時…6月10日（金）
10:30〜11:30
内容…ママの情報交換の場とお友
達づくりのお手伝いをします
対象…0歳児と保護者
申し込み…6月3日（金）10:00か
ら（電話可）

クッキング「プリンアラ
モードをつくりましょう」
日時…6月11日（土）
時間・対象…10:00〜11:30＝3
歳以上の未就学児と親（15組）
12:00〜13:30＝小
学生以上（20人）
持ち物…エプロン、三角巾、マスク、
おてふき、スプーン 費用…100
円 申 し 込 み … 6 月 4 日（ 土 ）
10:00から（電話可）

お話しボランティアによる「親子で楽しむ絵本と
わらべうた ととけっこうのへや 」
日程…6月13日（月）
時間・対象…10:30〜11:00＝2
歳未満の乳幼児と保護者（20組）
11:15〜11:45＝2
歳以上の幼児と保護者（20組）
申し込み…電話可

ハンドベルの日
雖きれいな音色をかなでましょう雖
日時…6月16日（木）
15:30〜16:30
対象…小学生 ※初めてのかたも
ハンドベルを演奏してみませんか
申し込み…6月2日（木）10:00か
ら（電話可）

父の日企画 〜お父さんと
竹とんぼをつくろう〜

戸

母子福祉センター：蘂048-223-7655

日時…6月19日（日）
14:00〜15:30
内容…刃物を使わない竹とんぼを
作りお父さんと遊びましょう
対象…20組（3歳以上の親子）
申し込み…6月5日（日）10:00か
ら（電話可）

親子で遊ぼう（ぴよぴよ・
にこにこ合同企画）
日時…6月20日（月）
10:00〜11:50
内容…お母さんの健康について（保
健師が骨密度を計ります）
対象…首の据わった乳児から2歳
までの親子 定員…25組
申し込み…6月6日（月）10:00か
ら（電話可）
※測定時は靴下・ストッキングをぬ
ぎ裸足になります

線路をつないで
電車で遊ぼう
日時…6月26日（日）
13:30〜15:00
対象…幼児と保護者
申し込み…前日まで（電話可）

南平児童センター
ぬりえコンテスト
日時…6月1日（水）〜10日（金）
開館時間中
内容…キャラクターやマンダラの
ぬり絵にチャレンジして作品を応募
してください。
選考…作品を館内に掲示し、一般
利用者の投票により順位を決定し
ます。
投票日…6月11日（土）〜12日（日）
12:00まで
発表日…6月12日（日）13:30
対象…幼児以上
申し込み…遊びに来た時に申し込
みください。

父の日プレゼントづくり
日時…6月18日（土）
14:00〜15:00
内容…父の日のプレゼントを作りま
しょう。 対象…小学生 定員…
20人（先着順） 費用…100円
申し込み…6月11日（土）10:00
から（電話可）

おはなし会
日時…6月18日（土）
15:00〜15:30
内容…『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
工作を行います。
対象…幼児以上（幼児は保護者同伴）

にこにこ赤ちゃん広場
日時…6月20日（月）

塚：蘂・薨048-294-7550

10:00〜11:40
ベビー（0歳）
10:15〜10:55
キッズ（1歳）
11:00〜11:40
内容…ベビーが安心して集える場、
キッズが楽しくリズム遊びできる場
として、お気軽にお越しください。
毎回、ワンポイント講座もあります
のでお楽しみに! 保健師がいます
ので、赤ちゃんの相談・計測もでき
ます。
（計測はベビー対象となり、
10:00〜10:15の間です）
ワンポイント講座…「おもちゃ選び
のコツ（児童センター）」
対象…2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
日時…6月22日（水）
10:00〜11:00
内容…七夕かざりを作ろう!
対象…満2〜4歳の幼児と保護者
定員…40組（先着順）
持ち物…上ばき（親子とも）、
タオル、
飲み物
申し込み…6月15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

楽しいリズム運動
日時…6月29日（水）
10:30〜11:15
内容…ピアノの音楽に合わせて楽
しくリズム運動をしましょう。
対象…満2〜4歳の幼児と保護者
定員…20組（先着順）
持ち物…上ばき（親子とも）、
飲み物
申し込み…6月19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

おもちゃの病院
日時…6月26日（日）
13:30〜15:30
内容…壊れてしまったおもちゃを
修理します
費用…部品代がかかる場合があり
ます
定員…20人（先着順）
申し込み…6月13日（月）10:00
から（電話可）

母子福祉センター
相談日
日時…6月19日（日）
10:00〜15:00
内容…日頃抱えている悩み、自分
で判断できないことなど、個別に相
談に応じます。
対象…母子家庭および父子家庭の
お子さんと保護者
定員…5人 費用…無料

