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普段、保育所を利用していないお子さんを、保護者の定期的な就労や急病・急用などにより家庭で保育できないときに、一時
的に保育施設でお預かりします。事前の登録と申し込み、必要書類の提出が必要ですので、令和2年度に利用する予定のある
方は事前にご相談ください。
利用できる保護者

【非定型的保育】保護者の就労、職業訓練、就学などにより継続的に家庭で保育できない方(週3日以内(月15日以内)で継続的
に預けたい方、曜日固定)

【緊急保育】保護者の疾病(通院)、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭などで緊急・一時的に家庭で保育できない方で利用日が
決まっている方
受付　利用日の前月1日から開始(令和2年4月分は、3月2日(月)開始)
　　　※　ただし非定型的保育の令和2年4月分は、2月12日(水)開始
利用定員　非定型的保育と緊急保育を合わせて10人

利用条件や手続きなどは施設ごとに違います。詳細は、施設まで直接お問い合わせください。

対象 実施時間 保育料

1歳～就学前
(1歳の誕生日の翌日から。
ただし離乳食が完了していること)

月～金曜日
8時30分～17時

１日利用：1・2歳児2000円、3～5歳児1800円(食事代含む)
時間利用：1時間500円(食事代200円)

実施施設 対象 実施時間 保育料

笹久保さくら保育園
☎272・3211 1歳～就学前(利用年度

の4月1日時点で1歳児
以上)

月～金曜日
8時30分～16時30分

１日利用：1・2歳児2000円、3～5歳児1800円（食事代、
おやつ代含む）
時間利用：1時間500円（食事代200円、おやつ代100円）

第二はちの巣保育園
☎286・1110

１日利用：1～5歳児2000円（食事代、おやつ代含む） 
時間利用：1時間500円（食事代300円、おやつ代150円）

かこのこ保育園
☎279・0505

1歳～就学前(1歳の誕
生日の翌日から。ただ
し離乳食が完了してい
ること)

月～金曜日
8時30分～17時

１日利用：0歳児2500円、1・2歳児2000円、3～5歳児
1800円（食事代、おやつ代含む）
時間利用：1時間500円（食事代200円、おやつ代100円）

わかば保育ステーション
☎271・6001 6か月～就学前

月～土曜日
8時30分～16時30分
時間外：月～金曜日
8時～8時30分
16時30分～17時30分

１日利用：0歳児2500円、1・2歳児2000円、3～5歳児
1800円（食事代、おやつ代含む）
時間利用：1時間500円（昼食代200円、おやつ代100円）
時間外は別途料金

第2ベビーかろーれ
☎277・4830

3か月(首がすわってか
ら)～2歳児

月～金曜日
8時30分～17時30分

時間利用：0歳児1時間800円・5時間3500円、
1歳児1時間750円・5時間3300円、2歳児1時間700円・
5時間3000円

★民間保育施設

●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

令和2年度

一時預かり保育の受付を開始します！！

★鶴ヶ島保育所 申 問　同保育所☎286・0551(受付時間 13時～16時)

● 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…2月3日（月）、20日（木）13時～・14時～　※要予約

困ったときは・・・
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子育て情報BOX

すくすく
子育てサイト

子育て
SuKu SuKu

“気になる子”を持つママのための子
育て交流サロンです。
対　発達相談や療育を受けている未
就学のお子さんをお持ちの方
日　3月16日（月） 10時15分～（受付
10時～）
場　保健センター
内　情報交換、親子ふれあい遊び
定　12組（申込順）
申 問　保健センターへ☎271・2745

ようこそ鶴ヶ島de子育て

対　多胎の乳幼児とその保護者また
は妊婦
日　2月12日（水）10時～11時30分
場　保健センター
内　ふれあい遊びなど　
問　保健センター☎271・2745

ふたごちゃんママ＆パパの集い

対　未就園児とその保護者
日　①2月12日（水）②26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5日（水）から前日まで、
②19日（水）から前日までに富士見
保育所へ☎285・6648（平日のみ）

地域交流保育

児童館では、幼稚園入園前の幼児親子の仲間づくりを目的に、手遊びや体操
などをして遊ぶ幼児クラブの会員を募集します。
対　平成28年4月2日～平成30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　市内在住者／2月7日（金）～20日（木）9時30分～16時、市外在住者／2月
13日（木）～20日（木）9時30分～16時
※　申込用紙は、2月1日（土）から各児童館で配布します
※　重複申込み不可。ただし、22日（土）以降、定員に満たない場合は可

児童館「幼児クラブ」会員募集

対　0歳～3歳までの保護者
日　2月26日（水） 10時15分～11時
45分
場　女性センター
講　清

し み ず

水悦
え つ こ

子さん（夜泣き専門保育士）
内　夜泣きの改善方法の話
定　15人（申込順）　
料　無料
他　保育あり15人（1歳～3歳、事前
申し込み）1歳未満は同室可
申 問　2月4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

子育て講座

「どうしたらいいの？赤ちゃんの夜泣き」
NPO法人虹の架け橋が入室説明会
を実施します。
対　令和2年度南小学校入学予定の
児童および保護者
日　2月15日（土）13時30分～
場　放課後児童クラブたんていクラブ
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
他　他の学童保育室ごとの入室説明
会は、市ホームペー
ジからご確認くださ
い。
問　こども支援課子
育て支援担当

学童保育室入室説明会(南小学校区)

　 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

詳細はこちら

ベビーかろーれのお友達
はごいたとふくわらいをつくったよ！
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