
対　平成27年4月2日から平成29年4月1日に生まれた
幼児とその保護者
料　年会費1000円
申　2月8日(金)〜21日(木) 9時30分〜16時 (市外在住
者は14日(木)から受け付け)

 申込用紙は、2月1日(金)から各児童館で配布します
 重複申込み不可。ただし、23日(土)以降で定員に満

たない場合は可

みんなで一緒に手遊びや体操などを楽しみます。地域での友だちづくりに！あなたも親子で参加してみませんか。

☆ 園庭でも、室内でもどちらでも遊べます。その日のお子さんの気分で♪
☆ 赤ちゃんでも大丈夫、“いす型ブランコ”が人気
☆ 砂場デビューは保育所で！
☆ 予約不要。時間内の出入りは自由です

●コ ●コ ●ソ ●コ
子育て♥coco-soco あなたのすぐソコ！にある子育て支援を紹介

ワクワク！仲間になりませんか？

冬だって子どもは外で遊びたい！

児童館の「幼児クラブ」　♥　平成31年度の会員を募集！

鶴ヶ島保育所の園庭で遊ぼう

♥�同年齢の子たちと集団の中で遊ばせたいと思い入会しまし
た。児童館の先生に教えてもらう工作や手遊びなどを通
して、子どもの成長をみることができます。

♥�同じメンバーで1年間を過ごすので、親も子も自然とお友だ
ちができました。週に1回なので無理なく参加でき、情報
交換などをしながら楽しく過ごしています。

場所 活動日 時間 定員 申込・問合先

西児童館 金曜日

10時〜
11時

20組
☎285・7048

脚折児童館 水曜日 ☎287・0270

上広谷児童館 金曜日
25組

☎287・1732

大橋児童館 木曜日 ☎286・0007

園庭開放
対　0歳から未就学児とその保護者
日　2月14日(木)9時30分〜11時
パパの園庭開放
対　0歳から未就学児とパパ限定
日　2月16日(土）9時30分〜11時30分

 鶴ヶ島子育てセンターの保育士がお待ちしています
 子育て相談などもお気軽にどうぞ
問　鶴ヶ島子育てセンター☎286・7201

利用者Voice

その間、

ママは自由な時間を

過ごしてね♪

雨の場合はお部屋で遊べます
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● 児童・家庭総合相談窓口 子育て・虐待・家庭の問題など 
　（☎ 271・1111）

● 女性・DV 相談直通ダイヤル（☎ 298・7716）

● 鶴ヶ島子育てセンター［鶴ヶ島保育所内］（☎ 286・7201） 子育て 

● 川越児童相談所（☎ 223・4152） 子育て・児童虐待 

● 児童相談所全国共通 3 桁ダイヤル（☎ 189） 児童虐待 

● 保健センター（☎271・2745） 妊娠・出産・子どもの発達など 
　親子相談…2月14日（木）13時〜・14時〜　※要予約

子育て情報BOX
すくすく

子育てサイト

困ったときは・・・

子育て
SuKu SuKu

かこのこ保育園のお友だち♪
朝は元気に

ラジオ体操とマラソンから！

対　1歳から3歳までの児童の保護
者
日　2月21日（木）10時15分〜11時
45分
場　女性センター
講　永

な が

瀬
せ

春
は る

美
み

さん（子育てカウン
セラー）
内　子育て中のイライラや不安を
軽減するヒント
定　15人（申込順）　料　無料
持　筆記具　他　保育あり（1〜3歳）
申 問　2月6日（水）9時から鶴ヶ島
子育てセンター（鶴ヶ島保育所内）
へ☎286・7201

保育所に遊びに来ませんか。
対　未就園児とその保護者
日　①2月13日（水）②2月27日（水）
場　富士見保育所
定　10組（各年齢3人程度）
持　着替え、飲み物（水か茶）
申 問　①2月6日（水）から前日ま
で②2月20日（水）から前日までに
富士見保育所へ☎285・6648（平
日のみ）

子育て講座

「ママの心が軽くなるヒント」

地域交流保育

対　乳幼児親子〜小学生
日　2月23日（土）13時30分〜
場　大橋児童館
講　安

あ ん

瀬
ぜ

由
ゆ

美
み

子
こ

さん（鶴ヶ島市お
琴同好会）
内　工作とお琴の演奏（体験あり）
定　25組（申込順）　料　無料
他　お琴の演奏（14時頃〜）はどな
たでもお聴きいただけます
申 問　2月4日（月）9時30分から大 
橋児童館へ☎286・0007

これからお父さん、お母さんにな
る方を対象とする教室です。
対　妊婦とその家族
日　1日目／3月5日（火）9時30分
〜12時10分、2日目／3月16日（土）
9時30分〜12時30分
場　保健センター
内　1日目／妊娠・出産の話、2日
目／沐浴・妊婦体験・歯と栄養の
話など
持　母子健康手帳、筆記具、飲み
物　※3月5日はズボン着用
申 問　保健センターへ☎271・27 
45

ひな祭り会

ゆりかご教室

対　乳幼児親子
日　2月15日（金）10時30分〜11時
30分
場　大橋児童館
講　村

む ら

田
た

真
ま

由
ゆ

美
み

さん（保育士）
内　楽しい子育てをするヒントと、
親子で楽しむ遊びの紹介
定　20組（申込順）
料　無料
申 問　2月4日（月）9時30分から大
橋児童館へ☎286・0007

ふたごの育児は経験者にしか分か
らない喜びや苦労があります。わ
いわいおしゃべりをして情報交換
をしましょう。ふたご（多胎児）を
妊娠中の方のご参加もお待ちして
います。
対　多胎の乳幼児とその保護者ま
たは妊婦
日　2月27日（水）10時〜11時30分
場　保健センター
内　簡単なおもちゃ作り、情報交
換、親子遊び
申　不要　
問　保健センター☎271・2745

子育て講座

ふたごちゃんママ＆パパのつどい
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