
　主に広報紙や市ホームページを中心にツイッター、フェイスブック、メールマガジンなどで発信

しています。また、毎月発行の子育てセンター・つどいの広場・児童館だよりにもたくさん情報が

詰まっていますので、そちらもお見逃しなく♪

●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

４月です！春ですね。そろそろ地域デビューをしようと思っている方・新しく鶴ヶ島に引っ越してきた方へ

「鶴ヶ島の 子育て情報 ってどこに載ってるの？」

子育てセンター・つどいの広場・児童館マップ　ーまずは家の近くで探してみよう！ー

児童館のひな祭り飾り製作に
参加しました☆
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　広報紙等閲覧アプリ
　「マチイロ」
いつでもどこでも「広報つる
がしま」が読め
ます。「子育て
ガイドブック」
も掲載していま
す。

　メールマガジン
毎週金曜日に配信していま
す。子育て情報以外にも「安
心安全情報
（防犯情報な
ど）」の配信
項目が選べま
す。

　各施設だより
鶴ヶ島子育てセンターだより「かるがも」（↑）。イベント
情報のほか子育てのヒントなども掲載。センターの保育士
が描く手書きのイラストも好評です。各施設だよりには、
広報紙に掲載しきれなかった未就学児向け
のイベントなどもカレンダー形式で掲載。
各施設だよりは、各施設で配布または市ホ
ームページから閲覧できます。

すくすく子育てサイト（市HP内）

1  　鶴ヶ島子育てセンター（鶴ヶ島保育所内）
2  　�鶴ヶ島西つどいの広場「ぽけっと」� �
（西市民センターの隣）

3  　�かこのこ子育てセンター・つどいの広場「み
け＆みに」（かこのこ保育園内）

4  　�はちの巣子育てセンター（第二はちの巣保育園内）
5  　上広谷児童館・つどいの広場
6  　�大橋児童館（大橋市民センター併設）
7  　�西児童館（西市民センター併設）
8  　�脚折児童館（北市民センター併設）

　子育てガイドブック
こども支援課窓口などで配布し
ています。お手元
にあると安心の一
冊です。市ホーム
ページからも閲覧
できます。

Q.
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子育て
SuKu SuKu

元気いっぱい ！
鶴ヶ島みどり保育園のお友だち♪

● 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…4月11日（木）、25日（木）13時〜・14時〜　※要予約

24時間
365 日

子育て情報BOX

困ったときは・・・

対　0歳から５歳までの児童と父親
日　4月21日（日）10時15分〜11時
30分
場　鶴ヶ島保育所
内　親子ふれあい遊び、新聞紙を
使った遊び
定　15組
料　無料
持　飲み物、タオル
申 問　4月4日（木）９時から鶴ヶ島
子育てセンター（鶴ヶ島保育所内）へ
☎286・7201

対　1歳半から3歳位までの幼児親子
日　4月24日（水）10時30分〜
場　大橋児童館　
内　親子で一緒に体を動かし、楽
しく遊びましょう
定　20組（申込順）
料　無料
持　飲み物、汗拭き用タオル
申 問　4月11日（木）9時30分から
大橋児童館へ☎286・0007

子育て講座

「パパと遊ぼう！新聞ビリビリ」

ふれあい親子運動会

対　幼児から小学生の児童とその
保護者
日　5月10日（金）18時〜
場　中央図書館
講　おはなしぴっころ
内　キャンドルのほのかな灯りの
中で、親子で楽しめるおはなしや
パネルシアターなどを行います
定　20組（申込順）
料　無料
申 問　4月9日（火）から中央図書
館へ☎271・3001

対　就学前までの乳幼児とその保
護者・妊婦
日　4月16日（火）受付9時30分〜
10時30分
場　保健センター
内　身体計測、保健相談、母乳相
談、栄養相談、歯科相談
持　母子健康手帳
問　保健センター☎271・2745

親子で楽しむ夕やけおはなし会

乳幼児すこやか相談

対　幼児親子〜小学生
日　4月6日（土）14時〜
場　大橋児童館
講　ピアニーマジシャンズクラブ
内　クイズやマジックショーをみ
んなで楽しもう！
定　30人（先着順）
料　無料
申　当日大橋児童館へ直接
問　大橋児童館☎286・0007

対　小学生まで
日　4月14日（日）11時〜
場　中央図書館
内　春をテーマにしたおはなし会
と工作
料　無料
申　不要
問　中央図書館☎271・3001

入学進級おめでとう会

春のおはなし会
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