
学童保育室って？
「来年からいよいよ小学生。保育園は夜まで利用できたけれど、学童保育はどうなのだろう？？」
そんな疑問や不安はありませんか。市内には、各小学校区ごとに学童保育室があります。学童保育は、子育てをしている
保護者が安心して子どもを預けられ、子どもたちも、放課後の時間を友達と一緒に楽しく過ごせるところです。来年度に
向けて説明会が開催されますので、ご利用の方は、ぜひご参加ください。

●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

 学童保育は「第二の家庭」
令和元年9月1日現在、約830人の子ども
たちが学童保育を利用しています。指導
員は、子どもたちが安心して過ごせるよ
う、宿題を手伝ったり、一緒に遊んだり
しながら、日々見守っています。

 異年齢の集団生活
1年生から6年生までの異なる年齢の子ど
もたちが一緒に過ごします。その中でお
互いに「育ち合い」、社会性を身に着け、
成長していきます。

 延長保育
最大で7時30分から20時（一部19時）まで
の預かり保育を行い、働く保護者のサポ
ートをしています。

学童保育室入室説明会
対　令和2年度小学校入学予定の児
童の保護者（※　南小学校区を除く）
日　12月7日（土）10時30分〜12時

（受付10時〜）
場　西市民センター
内　学童保育室の標準的保育内容、
年間行事予定、保育料、入室手続
きなど
問　NPO法人カローレ☎286・4483 ※　 南小学校区の学童保育室の説明会 

NPO法人 虹の架け橋（☎287・4584）が令和2年2月頃に開催

学童保育室のとある一日
� なかよしクラブ（鶴ヶ島第一小学校区）

「ただいま！」学校を終えた子どもたち
の元気な声が響きます。

食べ盛りの子どもたち。
おやつの時間も大切です。

自由遊びの時間

宿題タイム

今日のおやつはそうめん!

子どもたちは未来への大切な預かりもの
子どもたちには、今しかできないことを
色々と経験させてあげたいと思っていま
す。小学校や学童保育での経験を通して、
人とのコミュニケーションや困難に立ち向
かう力などを自然と身に着け、将来、社
会に出たときに困らないようにと思ってい
ます。この時期の経験が、今後の子ども
たちの大きな糧となり、未来に向かって大

きく羽ばたい
てくれること
を切に願って
います。

指導員の声

「おかえりなさい」、保護者がお迎え。
笑顔で「また明日」

5	 Tsurugashima　2019.11 「まちづくりポイント発行対象事業」には　　マークが表示されています。　問合先　地域活動推進課地域活動推進担当

対　0歳〜3歳の児童と保護者
日　11月18日（月）10時15分〜11時
30分　※　雨天中止
場　富士見中央近隣公園
内　親子で秋の自然に触れながら戸
外遊びを楽しみます
定　15組　
持　飲み物、タオル
申 問　11月5日（火）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　乳幼児と保護者 
日　12月4日（水）10時30分〜11時
場　西児童館　
講　サークル「マミーズ」
内　ぷち人形劇「お豆くんパチパチ」、
手遊び「むすんで　ひらいて／はじま
るよ　はじまるよ」、ペープサート「電
車のドアが開きます」
料　無料
問　西市民センター☎286・7899

子育て講座「親子で秋を楽しもう」

楽しい人形劇はじまるよ〜

3

対　2歳児〜小学生（未就学児は保護
者同伴）
日　11月16日（土）13時30分〜
※　雨天中止
場　大橋児童館　
内　児童館でとれたさつまいもを焼
きいもにして食べます。
定　30人（申込順）
料　無料
持　軍手、飲み物
申 問　11月4日（月）9時30分から、
参加申込書兼同意書（各児童館で配
布）を大橋児童館へ☎286・0007

対　未就園児とその保護者
日　①11月13日（水）②27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　①11月6日（水）から前日まで
②11月20日（水）から前日までに富士
見保育所へ☎285・6648（平日のみ）

やきいも会

地域交流保育

対　多胎の乳幼児とその保護者または妊婦
日　11月13日（水）10時〜11時30分
場　保健センター
内　情報交換、親子ふれあい遊び
申　不要
問　保健センター☎271・2745

対　未就園児親子
日　11月29日（金）10時〜13時30分
場　大橋市民センター
内　ふれあい遊び、工作コーナー、
読み聞かせ、パンの販売、子育て支
援情報の提供など
問　こども支援課子育て支援担当

対　1歳以上 
日　11月18日（月）10時45分〜11時30分
場　南市民センター　
講　劇団にんぎょう畑
内　人形劇「ほほほのじかん」
料　無料
問　南市民センター☎287・0235

ふたごちゃんママ＆パパの集い

わくわくキッズフェスティバル2019

子育てサロン「劇団にんぎょう畑」

3

子育て情報BOX
すくすく

子育てサイト

● 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）24時間
365日   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…11月7日(木)、21日(木)13時〜・14時〜　※要予約

困ったときは・・・

子育て
SuKu SuKu

つくし幼稚園のお友達♪
運動会！の練習。
本番も上手くできたかな？

※　 南小学校区の学童保育室の説明会 
NPO法人 虹の架け橋（☎287・4584）が令和2年2月頃に開催
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