
新型コロナウイルス感染症対策のため、利用人数や遊具の貸し出しの制限などを行っています。また、今後の
感染状況によっては、イベントや講座を中止する場合があります。詳細は市ホームページをご確認ください。
なお、各施設ではオンラインによる広場・相談も実施しています。

●マスクの着用をお願いします。
●発熱、咳などの症状が見られる場合は来館をお控えください。
●人との距離を２メートル以上確保してください。

当マークが付いているイベント・講座は、オンラインコミュニ
ケーションアプリ「Zoom」などを利用した事業です。事前に
アプリをインストールする必要があります。なお、通信費などは
自己負担になります。詳細は各施設へお問い合わせください。

イベントや講座に参加するかたへ オンライン事業実施中！！
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E048-268-4309
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鳩ヶ谷こども館 A・E048-285-2425

ママのおしゃべりカフェ
～地域の子育て情報を交換して友だちになろう～

リズムで遊ぼう
～秋のうたや手あそびをしましょう～

にこにこ赤ちゃん広場
～人形劇がやってくる～

わんぱくサッカー教室
～親子でボールを使って遊ぼう～

はぐはぐランド
～ピクニックごっこをしましょう～

とことこランド
～ピクニックごっこをしましょう～

発育ダンス
～脳を活性化させる発育レッスン～

ベビーサイン
～手を使って赤ちゃんの気持ちを知ろう～

ベーゴマ道場 おもちゃ図書館

おもちゃ図書館

三浦鯉登さんによる歌とリズムを楽しもう

折り紙教室

秋のベビーアート

アートクラブ
～ハロウィン制作～

おやこであそぼう
～おりがみであそぼう～

おはなし会
～おはなしこっこ～

親子で遊ぼうぴよぴよDay
～運動会ごっこをしよう !～

ツインズひろば
～友だちの輪を広げよう～

おもちゃの病院
～壊れたおもちゃの修理をします～

お父さんと親子で太鼓
～太鼓の演奏と親子で太鼓遊び！～

ハロウィン企画
～ファッションショー～

ひよこの会
～0歳さんとママのあそぼう会～

ぬりえコンテスト
～すきな絵を描いて色を塗ろう～

親子工作
～ロケットをとばそう～

おやこのあそび広場
～おやこの交流の場～ザ☆ピーナッツインズ

～多胎児のお子さんを持つ家族の憩いの広場～

a10月2日㈯11：00～12：00
c小学生以上（小学生優先）
d10人（先着順）
f10月1日㈮
　10：00～
　（電話可）

※来館とZoomでの同時開催
a10月13日㈬10：00～10：40
c0歳と保護者
d来館12組（先着順）
　Zoom4組（先着順）
oバスタオル、母子手帳（来館で身
長・体重の計測を希望する場合）

f10月6日㈬10：00～（電話可）

※来館とZoomでの同時開催
a10月13日㈬11：00～11：40
c1～2歳と保護者
d来館12組（先着順）
　Zoom4組（先着順）
o上履き（来館の場合。親子とも）
f10月6日㈬10：00～（電話可）

hボランティアと一緒におもちゃで遊
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。

a10月15日㈮  9：30～10：15
　　　　　　  10：45～11：30
c6カ月以上の未就学児と保護者
d各6組（先着順）
f10月8日㈮10：00～（電話可）
※少人数でゆっくり遊ばせたいかた、
育児や遊び、子どもの発達などに
関して相談したいことがあるかた
を優先します。

a10月23日㈯14：00～15：00
c小学生以上
d10人（先着順）
f10月16日㈯10：00～（電話可）

hおもちゃ図書館すてっぷによるミ
ニコンサート

a10月30日㈯①13：40～14：10　
　　　　　　  ②14：30～15：00
c①2歳～未就学児と保護者
　②小学生以上
d①10組（先着順）
　②10人（先着順）
f10月20日㈬10：00～（電話可）

※来館とZoomでの同時開催
a10月8日㈮10：00～11：00
c来館：0歳と保護者
　Zoom：0～1歳と保護者
d各8組（来館・Zoomとも、先着順）
f受付中（電話可）

※来館とZoomでそれぞれ開催
a来館：10月11日㈪10：00～10：40
　　　　　　　　　11：00～11：40
　Zoom：10月25日㈪10：30～11：00
c来館：1～3歳と保護者
　Zoom：0～3歳と保護者
d来館：各12組（先着順）
　Zoom：8組（先着順）
f10月1日㈮10：00～（電話可）

a10月22日㈮10：00～10：45
　　　　　　  11：10～11：55
c首のすわった0歳と保護者
d各12組（先着順）
f10月8日㈮10：00～（電話可）
※保健師による「事故予防について」
のお話があります。

h母親同士の交流を深めよう
f10月23日㈯10：00～11：00
c未就学の多胎児と保護者
f受付中（電話可）

a10月25日㈪10：00～11：30
e無料（部品代がかかる場合があり
ます）

oおもちゃ（1人2点まで）
f10月13日㈬10：00～（電話可）

a10月27日㈬13：30～14：50
c10カ月以上の乳幼児と保護者
d5組（先着順）
f10月14日㈭10：00～（電話可）

a11月7日㈰  9：45～10：15
　　　　　　10：50～11：20
c2～3歳の幼児と保護者
d各8組（先着順）
f受付中（電話可）

h作品を館内に掲示し、職員の投票
で賞を決定します。

応募期間…10月2日㈯～15日㈮
発表日…10月17日㈰
c①幼児と保護者　②小学生
d各25人（先着順）

※来館とZoomでの同時開催
a10月16日㈯11：00～11：30
c6カ月～1歳と保護者
d来館6組（先着順）
　Zoom4組（先着順）
f10月6日㈬10：00～（電話可）

※来館とZoomでの同時開催
a10月18日㈪10：30～11：10
c2歳未満の乳幼児と保護者
d来館8組（先着順）
　Zoom5組（先着順）
f10月9日㈯10：00～（電話可）
※今月の計測はありません。

a10月20日㈬10：00～10：30
　　　　　　  11：00～11：30
c2～4歳と保護者
d各6組（先着順）
e50円
f10月10日㈰10：00～（電話可）

h交流、遊び、相談ができます。
a10月23日㈯11：00～11：30
c多胎児と保護者、多胎児妊娠中の
かたとその家族

d6組（先着順）
f10月11日㈪10：00～（電話可）

a10月25日㈪9：30～12：00
※撮影時間は申し込み時にお知らせ
します。

c6カ月～1歳と保護者
d14組（先着順）
f10月16日㈯10：00～（電話可）
※撮影はカメラまたはスマートフォン
のどちらかでお願いします。

※来館とZoomでの同時開催
a10月29日㈮10：00～10：30
　　　　　　  11：00～11：30
c2～3歳と保護者
d各5組（来館・Zoomとも、先着順）
o飲み物、上履き（来館の場合。親子
とも）

※Zoomで参加の場合はやわらかい
ボールを用意してください。

f10月17日㈰10：00～（電話可）

※来館とZoomでの同時開催
a10月30日㈯10：00～10：30
　　　　　　  11：00～11：30
c2～4歳と保護者
d来館各6組（先着順）
　Zoom各4組（先着順）
o飲み物、上履き（来館の場合。親子
とも）

f10月20日㈬10：00～（電話可）
※動きやすい服装でお越しください。

a①10月13日㈬　②11月10日㈬
　 10：00～10：30　
　 11：00～11：30
c3歳未満の乳幼児と保護者
d各6組（先着順）
f①10月4日㈪10：00～（電話可）
　②10月31日㈰10：00～（電話可）

a10月8日㈮10：20～11：00
　　　　　　11：15～11：55
c0歳（1歳の誕生月まで）と保護者
d各6組（先着順）
f10月1日㈮9：00～（電話可）

a10月9日㈯11：00～12：00
c小学生
d6人（先着順）
oのり、はさみ、セロハンテープ、木
工用接着剤

f10月2日㈯9：00～（電話可）

hハロウィン制作をします。
a10月15日㈮10：30～11：00

c1歳～未就園児と保護者
d4組（先着順）
oスティックのり
f10月8日㈮9：00～（電話可）

a10月23日㈯11：00～11：30
cどなたでも（幼児は保護者同伴）
d6組（先着順）
f10月16日㈯9：00～（電話可）

a10月30日㈯  9：30～10：15
　　　　　　  10：45～11：30
c1歳6カ月～未就園児と保護者
d各6組（先着順）
f10月22日㈮9：00～
　（電話可）

園庭開放

みんなであそぼう

育児相談

10：00～
11：00
（受付は 
9：30～
10：00）

時間月

11
月

2歳児（5組）

17日㈬
うんどうあそび

  1日㈪
おさんぽしよう
11日㈭
おおきくなったね

11日㈭
おおきくなったね

未就園児（5組）

25日㈭
クリスマス飾りづくり

――――――

――――――

１歳児（5組）

18日㈭
うんどうあそび

  2日㈫
おさんぽしよう
17日㈬
おおきくなったね

17日㈬
おおきくなったね

場所

南青木
保育所

戸塚西
保育所

里
保育所

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

子育てサポートプラザ A048-250-1221

かわぐちファミリー・サポート・センター A048-252-3388

おやこの遊びひろば

日時

10月14日㈭
10：00～10：30

10月19日㈫
10：00～10：50

申し込み

10月1日㈮
10：00～
Eメールで

10月5日㈫
10：00～
Eメールで

行事名

オンラインあそび講座
「ミニ運動会」

 （Google Meetを使用）

オンライン子育て講座
「乳幼児期に起きやすい事故・

けがの対処法」
 （Google Meetを使用）

対象・定員

1歳（歩行完了児）～
3歳の幼児と
保護者10組
（先着順）

3歳までの乳幼児と
保護者30組
（先着順）

日時

１０月１８日㈪
１０：３０～１１：００

行事名
オンライン

「ふれあい遊び＆
おしゃべりひろば」
～ハロウィン～

対象・定員

３歳までの
乳幼児と保護者５組
（先着順）

対象・定員

2カ月～6カ月の
乳児と保護者6組
（先着順）

3歳までの
乳幼児と保護者15組

（先着順）

申し込み

10月1日㈮
9：00～
Ｅメールで

10月8日㈮
9：00～
Ｅメールで

行事名

オンライン講座
赤ちゃんがぐっすり眠れて

便秘も解消 ！
簡単☆タッチケア

オンラインSmile誕生会
～ミニ劇場＆手遊び歌で

Smileタイム～

日時

10月25日㈪
10：20～11：00

10月15日㈮
10：30～

日時

10月22日㈮
10:00～10:50

10月26日㈫
10：00～10：40

申し込み

10月8日㈮
10:00～
Eメールで

10月12日㈫
10:00～
Eメールで

対象・定員

3歳までの
乳幼児と保護者
30組（先着順）

１～3歳の
幼児と保護者
10組（先着順）

オンライン子育て講座
「母乳・卒乳

～赤ちゃんにとってのおっぱい～」
 （Google Meetを使用）

オンラインあそぼう会
「ハロウィーン」
 （Google Meetを使用）

行事名

申し込み

１０月 ５日㈫１１：００～
　　１２日㈫１７：００

Eメールで

共通

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（保育所・幼稚園などに
通っていない子ども）と保護者

o上履き、手拭き、着替え、外靴を入れる袋
※ 飲み物は各自でご用意ください（お茶またはさ湯）。

※申し込みは１カ月１回です。
◆ウェルカムあかちゃん（11月）
「みんなであそぼう」のイベントにはまだちょっと早い親子を対象にし
た交流・あそびの場です。
a11月9日㈫10：00～11：00（受付は9：30～10：00）
b南青木保育所、戸塚西保育所、里保育所
c市内在住の0歳児（おおむね3～11カ月）と保護者
d5組（先着順）
※保育所・家庭保育室などに在籍のかたは対象外
※ご兄弟の参加はご遠慮ください。
　　　　fg10月11日㈪～（月～金曜日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

地域交流の場としてご利用ください。※要事前申し込み
a10月15日㈮、20日㈬、11月10日㈬、16日㈫、24日㈬
　9：30～11：00（受付9：30～10：00）※悪天候中止
b南青木保育所、戸塚西保育所、里保育所
fg参加希望日の前日までに電話で（月～金曜日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

a月～金曜日　13：00～16：00
bg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
※次の施設でも「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。
詳細は各施設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
●子育て支援センター・フォーマザー（東川口3-8-8 1階） A048-291-2713
●汽車ぽっぽ保育園「ぽけっと」 （東川口6-8-19） A048-229-6017
●どんぐり保育園「風の子広場」（三ツ和1-21-21） A048-285-5512
●あいう園川口（幸町3-10-16 2階） A048-240-1620
●汽車ぽっぽ第2保育園「わらべ」 （安行吉蔵334-1） A048-299-4134
●西川口クマさん保育所（並木2-9-9） A048-240-3175
●おさなご園「ベテル」 （朝日5-7-15） A048-223-5846
●はなにこ保育園「はなにこ」（本町3-3-15 1階） A048-420-9615

f件名部分に「おやこの遊びひろば」と記入し、参加者氏名、子どもの名前（ふり
がな）、生年月日と月齢、電話番号を記入してください。
mhiroba@comaam.jp

※申し込み後、参加者へ招待URLとID、パスワードを送付します。開始時間５分
前になったらアクセスしてください。

gおやこの遊びひろば窓口（受託会社：㈱コマーム）
　A048-299-2275

fEメールには、件名部分に参加者氏名、子どもの生年月日と月齢、
参加希望の行事名を記入してください。

　mminami-hato-shien@comaam.jp
※詳細はTwitterをご覧ください。（@minami_hatoko）

※Eメールには、参加者氏名、子どもの名前（ふりがな）と性別、年齢、
電話番号を記入してください。
　mpoppo.heart.kosodate@gmail.com

※Eメールには、参加者氏名、子どもの名前（ふりがな）と性別、年齢、
電話番号を記入してください。
mplaza.kosodate@gmail.com

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～
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　下記ホームページの〔入会方法〕に従い必要書類を郵送
　②来所（要予約）9：00～16：00
◆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（要予約）
　　ab11月12日㈮  9:30～13:00　市役所青木三丁目分室2階会議室
　　d1０人（先着順）※子ども同伴不可
fg②③は、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（祝日、年末年始を除く）9：00～17：00）
※詳細はホームページをご覧ください。
　https://kosodate-kwgc-saitama-ksp.jp/famillysapo/

子 育 て ペ ー ジ 休所日…火曜、祝日　※車での来所はご遠慮ください児童センター

※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子育て支援事業子 育 て ペ ー ジ

り と

新型コロナウイルス感染症対策のため、利用人数や遊具の貸し出しの制限などを行っています。また、今後の
感染状況によっては、イベントや講座を中止する場合があります。詳細は市ホームページをご確認ください。
なお、各施設ではオンラインによる広場・相談も実施しています。

●マスクの着用をお願いします。
●発熱、咳などの症状が見られる場合は来館をお控えください。
●人との距離を２メートル以上確保してください。

当マークが付いているイベント・講座は、オンラインコミュニ
ケーションアプリ「Zoom」などを利用した事業です。事前に
アプリをインストールする必要があります。なお、通信費などは
自己負担になります。詳細は各施設へお問い合わせください。

イベントや講座に参加するかたへ オンライン事業実施中！！
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南平児童センター A・E048-223-7441 芝児童センター A048-268-4308
E048-268-4309

戸塚児童センター あすぱる A・E048-294-7550

鳩ヶ谷こども館 A・E048-285-2425

ママのおしゃべりカフェ
～地域の子育て情報を交換して友だちになろう～

リズムで遊ぼう
～秋のうたや手あそびをしましょう～

にこにこ赤ちゃん広場
～人形劇がやってくる～

わんぱくサッカー教室
～親子でボールを使って遊ぼう～

はぐはぐランド
～ピクニックごっこをしましょう～

とことこランド
～ピクニックごっこをしましょう～

発育ダンス
～脳を活性化させる発育レッスン～

ベビーサイン
～手を使って赤ちゃんの気持ちを知ろう～

ベーゴマ道場 おもちゃ図書館

おもちゃ図書館

三浦鯉登さんによる歌とリズムを楽しもう

折り紙教室

秋のベビーアート

アートクラブ
～ハロウィン制作～

おやこであそぼう
～おりがみであそぼう～

おはなし会
～おはなしこっこ～

親子で遊ぼうぴよぴよDay
～運動会ごっこをしよう !～

ツインズひろば
～友だちの輪を広げよう～

おもちゃの病院
～壊れたおもちゃの修理をします～

お父さんと親子で太鼓
～太鼓の演奏と親子で太鼓遊び！～

ハロウィン企画
～ファッションショー～

ひよこの会
～0歳さんとママのあそぼう会～

ぬりえコンテスト
～すきな絵を描いて色を塗ろう～

親子工作
～ロケットをとばそう～

おやこのあそび広場
～おやこの交流の場～ザ☆ピーナッツインズ

～多胎児のお子さんを持つ家族の憩いの広場～

a10月2日㈯11：00～12：00
c小学生以上（小学生優先）
d10人（先着順）
f10月1日㈮
　10：00～
　（電話可）

※来館とZoomでの同時開催
a10月13日㈬10：00～10：40
c0歳と保護者
d来館12組（先着順）
　Zoom4組（先着順）
oバスタオル、母子手帳（来館で身
長・体重の計測を希望する場合）

f10月6日㈬10：00～（電話可）

※来館とZoomでの同時開催
a10月13日㈬11：00～11：40
c1～2歳と保護者
d来館12組（先着順）
　Zoom4組（先着順）
o上履き（来館の場合。親子とも）
f10月6日㈬10：00～（電話可）

hボランティアと一緒におもちゃで遊
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。

a10月15日㈮  9：30～10：15
　　　　　　  10：45～11：30
c6カ月以上の未就学児と保護者
d各6組（先着順）
f10月8日㈮10：00～（電話可）
※少人数でゆっくり遊ばせたいかた、
育児や遊び、子どもの発達などに
関して相談したいことがあるかた
を優先します。

a10月23日㈯14：00～15：00
c小学生以上
d10人（先着順）
f10月16日㈯10：00～（電話可）

hおもちゃ図書館すてっぷによるミ
ニコンサート

a10月30日㈯①13：40～14：10　
　　　　　　  ②14：30～15：00
c①2歳～未就学児と保護者
　②小学生以上
d①10組（先着順）
　②10人（先着順）
f10月20日㈬10：00～（電話可）

※来館とZoomでの同時開催
a10月8日㈮10：00～11：00
c来館：0歳と保護者
　Zoom：0～1歳と保護者
d各8組（来館・Zoomとも、先着順）
f受付中（電話可）

※来館とZoomでそれぞれ開催
a来館：10月11日㈪10：00～10：40
　　　　　　　　　11：00～11：40
　Zoom：10月25日㈪10：30～11：00
c来館：1～3歳と保護者
　Zoom：0～3歳と保護者
d来館：各12組（先着順）
　Zoom：8組（先着順）
f10月1日㈮10：00～（電話可）

a10月22日㈮10：00～10：45
　　　　　　  11：10～11：55
c首のすわった0歳と保護者
d各12組（先着順）
f10月8日㈮10：00～（電話可）
※保健師による「事故予防について」
のお話があります。

h母親同士の交流を深めよう
f10月23日㈯10：00～11：00
c未就学の多胎児と保護者
f受付中（電話可）

a10月25日㈪10：00～11：30
e無料（部品代がかかる場合があり
ます）

oおもちゃ（1人2点まで）
f10月13日㈬10：00～（電話可）

a10月27日㈬13：30～14：50
c10カ月以上の乳幼児と保護者
d5組（先着順）
f10月14日㈭10：00～（電話可）

a11月7日㈰  9：45～10：15
　　　　　　10：50～11：20
c2～3歳の幼児と保護者
d各8組（先着順）
f受付中（電話可）

h作品を館内に掲示し、職員の投票
で賞を決定します。

応募期間…10月2日㈯～15日㈮
発表日…10月17日㈰
c①幼児と保護者　②小学生
d各25人（先着順）

※来館とZoomでの同時開催
a10月16日㈯11：00～11：30
c6カ月～1歳と保護者
d来館6組（先着順）
　Zoom4組（先着順）
f10月6日㈬10：00～（電話可）

※来館とZoomでの同時開催
a10月18日㈪10：30～11：10
c2歳未満の乳幼児と保護者
d来館8組（先着順）
　Zoom5組（先着順）
f10月9日㈯10：00～（電話可）
※今月の計測はありません。

a10月20日㈬10：00～10：30
　　　　　　  11：00～11：30
c2～4歳と保護者
d各6組（先着順）
e50円
f10月10日㈰10：00～（電話可）

h交流、遊び、相談ができます。
a10月23日㈯11：00～11：30
c多胎児と保護者、多胎児妊娠中の
かたとその家族

d6組（先着順）
f10月11日㈪10：00～（電話可）

a10月25日㈪9：30～12：00
※撮影時間は申し込み時にお知らせ
します。

c6カ月～1歳と保護者
d14組（先着順）
f10月16日㈯10：00～（電話可）
※撮影はカメラまたはスマートフォン
のどちらかでお願いします。

※来館とZoomでの同時開催
a10月29日㈮10：00～10：30
　　　　　　  11：00～11：30
c2～3歳と保護者
d各5組（来館・Zoomとも、先着順）
o飲み物、上履き（来館の場合。親子
とも）

※Zoomで参加の場合はやわらかい
ボールを用意してください。

f10月17日㈰10：00～（電話可）

※来館とZoomでの同時開催
a10月30日㈯10：00～10：30
　　　　　　  11：00～11：30
c2～4歳と保護者
d来館各6組（先着順）
　Zoom各4組（先着順）
o飲み物、上履き（来館の場合。親子
とも）

f10月20日㈬10：00～（電話可）
※動きやすい服装でお越しください。

a①10月13日㈬　②11月10日㈬
　 10：00～10：30　
　 11：00～11：30
c3歳未満の乳幼児と保護者
d各6組（先着順）
f①10月4日㈪10：00～（電話可）
　②10月31日㈰10：00～（電話可）

a10月8日㈮10：20～11：00
　　　　　　11：15～11：55
c0歳（1歳の誕生月まで）と保護者
d各6組（先着順）
f10月1日㈮9：00～（電話可）

a10月9日㈯11：00～12：00
c小学生
d6人（先着順）
oのり、はさみ、セロハンテープ、木
工用接着剤

f10月2日㈯9：00～（電話可）

hハロウィン制作をします。
a10月15日㈮10：30～11：00

c1歳～未就園児と保護者
d4組（先着順）
oスティックのり
f10月8日㈮9：00～（電話可）

a10月23日㈯11：00～11：30
cどなたでも（幼児は保護者同伴）
d6組（先着順）
f10月16日㈯9：00～（電話可）

a10月30日㈯  9：30～10：15
　　　　　　  10：45～11：30
c1歳6カ月～未就園児と保護者
d各6組（先着順）
f10月22日㈮9：00～
　（電話可）

園庭開放

みんなであそぼう

育児相談

10：00～
11：00
（受付は 
9：30～
10：00）

時間月

11
月

2歳児（5組）

17日㈬
うんどうあそび

  1日㈪
おさんぽしよう
11日㈭
おおきくなったね

11日㈭
おおきくなったね

未就園児（5組）

25日㈭
クリスマス飾りづくり

――――――

――――――

１歳児（5組）

18日㈭
うんどうあそび

  2日㈫
おさんぽしよう
17日㈬
おおきくなったね

17日㈬
おおきくなったね

場所

南青木
保育所

戸塚西
保育所

里
保育所

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

子育てサポートプラザ A048-250-1221

かわぐちファミリー・サポート・センター A048-252-3388

おやこの遊びひろば

日時

10月14日㈭
10：00～10：30

10月19日㈫
10：00～10：50

申し込み

10月1日㈮
10：00～
Eメールで

10月5日㈫
10：00～
Eメールで

行事名

オンラインあそび講座
「ミニ運動会」

 （Google Meetを使用）

オンライン子育て講座
「乳幼児期に起きやすい事故・

けがの対処法」
 （Google Meetを使用）

対象・定員

1歳（歩行完了児）～
3歳の幼児と
保護者10組
（先着順）

3歳までの乳幼児と
保護者30組
（先着順）

日時

１０月１８日㈪
１０：３０～１１：００

行事名
オンライン

「ふれあい遊び＆
おしゃべりひろば」
～ハロウィン～

対象・定員

３歳までの
乳幼児と保護者５組
（先着順）

対象・定員

2カ月～6カ月の
乳児と保護者6組
（先着順）

3歳までの
乳幼児と保護者15組

（先着順）

申し込み

10月1日㈮
9：00～
Ｅメールで

10月8日㈮
9：00～
Ｅメールで

行事名

オンライン講座
赤ちゃんがぐっすり眠れて

便秘も解消 ！
簡単☆タッチケア

オンラインSmile誕生会
～ミニ劇場＆手遊び歌で

Smileタイム～

日時

10月25日㈪
10：20～11：00

10月15日㈮
10：30～

日時

10月22日㈮
10:00～10:50

10月26日㈫
10：00～10：40

申し込み

10月8日㈮
10:00～
Eメールで

10月12日㈫
10:00～
Eメールで

対象・定員

3歳までの
乳幼児と保護者
30組（先着順）

１～3歳の
幼児と保護者
10組（先着順）

オンライン子育て講座
「母乳・卒乳

～赤ちゃんにとってのおっぱい～」
 （Google Meetを使用）

オンラインあそぼう会
「ハロウィーン」
 （Google Meetを使用）

行事名

申し込み

１０月 ５日㈫１１：００～
　　１２日㈫１７：００

Eメールで

共通

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（保育所・幼稚園などに
通っていない子ども）と保護者

o上履き、手拭き、着替え、外靴を入れる袋
※ 飲み物は各自でご用意ください（お茶またはさ湯）。

※申し込みは１カ月１回です。
◆ウェルカムあかちゃん（11月）
「みんなであそぼう」のイベントにはまだちょっと早い親子を対象にし
た交流・あそびの場です。
a11月9日㈫10：00～11：00（受付は9：30～10：00）
b南青木保育所、戸塚西保育所、里保育所
c市内在住の0歳児（おおむね3～11カ月）と保護者
d5組（先着順）
※保育所・家庭保育室などに在籍のかたは対象外
※ご兄弟の参加はご遠慮ください。
　　　　fg10月11日㈪～（月～金曜日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

地域交流の場としてご利用ください。※要事前申し込み
a10月15日㈮、20日㈬、11月10日㈬、16日㈫、24日㈬
　9：30～11：00（受付9：30～10：00）※悪天候中止
b南青木保育所、戸塚西保育所、里保育所
fg参加希望日の前日までに電話で（月～金曜日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

a月～金曜日　13：00～16：00
bg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
※次の施設でも「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。
詳細は各施設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
●子育て支援センター・フォーマザー（東川口3-8-8 1階） A048-291-2713
●汽車ぽっぽ保育園「ぽけっと」 （東川口6-8-19） A048-229-6017
●どんぐり保育園「風の子広場」（三ツ和1-21-21） A048-285-5512
●あいう園川口（幸町3-10-16 2階） A048-240-1620
●汽車ぽっぽ第2保育園「わらべ」 （安行吉蔵334-1） A048-299-4134
●西川口クマさん保育所（並木2-9-9） A048-240-3175
●おさなご園「ベテル」 （朝日5-7-15） A048-223-5846
●はなにこ保育園「はなにこ」（本町3-3-15 1階） A048-420-9615

f件名部分に「おやこの遊びひろば」と記入し、参加者氏名、子どもの名前（ふり
がな）、生年月日と月齢、電話番号を記入してください。
mhiroba@comaam.jp

※申し込み後、参加者へ招待URLとID、パスワードを送付します。開始時間５分
前になったらアクセスしてください。

gおやこの遊びひろば窓口（受託会社：㈱コマーム）
　A048-299-2275

fEメールには、件名部分に参加者氏名、子どもの生年月日と月齢、
参加希望の行事名を記入してください。

　mminami-hato-shien@comaam.jp
※詳細はTwitterをご覧ください。（@minami_hatoko）

※Eメールには、参加者氏名、子どもの名前（ふりがな）と性別、年齢、
電話番号を記入してください。
　mpoppo.heart.kosodate@gmail.com

※Eメールには、参加者氏名、子どもの名前（ふりがな）と性別、年齢、
電話番号を記入してください。
mplaza.kosodate@gmail.com

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～
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　下記ホームページの〔入会方法〕に従い必要書類を郵送
　②来所（要予約）9：00～16：00
◆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（要予約）
　　ab11月12日㈮  9:30～13:00　市役所青木三丁目分室2階会議室
　　d1０人（先着順）※子ども同伴不可
fg②③は、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（祝日、年末年始を除く）9：00～17：00）
※詳細はホームページをご覧ください。
　https://kosodate-kwgc-saitama-ksp.jp/famillysapo/

子 育 て ペ ー ジ 休所日…火曜、祝日　※車での来所はご遠慮ください児童センター

※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子育て支援事業子 育 て ペ ー ジ

り と


