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地域子育て支援拠点施設 

      

運営者：（福）英清学園 信愛保育園  住所：春日部市大場１６４４ 電話：０４８－７３４－９６９２ 

 日当たりの良いきれいなセンタールームには、ミニジャングルジムやすべり台・ボールプールなどのお子さんが体を動

かして遊べる遊具や、絵本・ブロック・電車などの想像力を働かせて遊べるおもちゃが充実しています。季節ごとの制作

やイベントも行われ、親子で楽しい時間を過ごすことができます。また、常に専任の相談員がいて何でも気軽に相談でき

る環境で、保護者同士の情報交換の場としてもご利用していただけます。是非、気軽に遊びにきてください。 

開設時間：９時３０分から１２時、１３時３０分から１６時 

開設日：月・水・金曜日（祝休日、年末年始を除く）＜火曜日不定期開催＞ 

駐車場：なし   

設 備：授乳スペース、おむつ替えスペース、ミルクのお湯の用意あり 

毎月の行事等：子育て講座、平均台あそび、せいさく、手先や体を使ったあそびなど 

       <偶数月> 身体測定・絵本の読み聞かせ <奇数月> お誕生日会・リズム遊び 

相談事業：育児相談 

ホームページアドレス：http://www.shinai-nursery.jp 

②信愛保育園「さくらんぼ」 

①一の割自然保育園「わかたけ」 
運営者：（福）若竹会 一の割自然保育園 住所：春日部市一ノ割１１３８ー１ 電話：０８０－３４２９ー０１１５ 

 「わかたけ」は、保育園に併設した地域子育て支援拠点施設です。 

 緑に恵まれた広い園庭の開放や、ホールでの様々な親子活動、支援ルームでの絵本の読み聞かせ・手遊び・季節に合わ

せた製作・手形足形アートなどを行っています。センターに親子が集い、遊び・子育ての輪を広げる交流の場です。参加

することで皆さんからは“リフレッシュできた”“友達ができた”等生き生きした声が聞かれるようになりました。日々

子育てに奮闘している方々が、肩の力を抜いて笑顔になれる場作りとサポートができるよう、保育士一同努めています。

みなさん、遊びにきてくださいね。 

開設時間：９時３０分から１２時、１３時から１６時   

開設日：月～金曜日（祝休日、年末年始を除く）＊土曜日・月 1回午前のみ開所 

駐車場：２２台  

設 備：授乳スペース、おむつ替えスペース、ベビーベッド、親子トイレ、ミルク用お湯の用意あり 

毎月の行事等：子育てひろば（月１回土曜日、キッズエアロビクス、乳児・幼児園庭開放等）、 

       親子講座（食育講座、ベビーマッサージ、キッズヨガ、リトミック等）、 

       発育測定、離乳食講座、０歳児対象のベビーの日（毎週火曜日）、園長・看護師によるワークショップ 

相談事業：育児・療育相談（医学博士・数学博士でもあり心理カウンセラー）、言語聴覚士による個別相談 

ホームページアドレス： http://ichinowari-hoikuen.ed.jp 

 

かすかべ Ｍ・Ａ・Ｃ ☆みんなであそびに行こう！☆ 

③緑の森保育園「緑の森子育てひろば」 
運営者：（学）庄和森田学園 緑の森保育園  住所：春日部市米島７１ 電話：０４８－７４６－７３７３ 

 緑の森保育園「緑の森子育てひろば」では、子育て親子の交流の場の提供をしています。公園に遊びに行く感覚で近隣

にお住まいの子育て中の保護者の皆様に利用していただいています。また恵まれた自然環境の中で季節ならではの遊びが

体験できます。常に専任の相談員がいますので、実家に遊びに行くような気軽な気持ちでいらしてくださいね。 

開設時間：９時から１２時、１３時から１５時 

開設日：月・火・水・木・金曜日（祝休日、年末年始を除く）           

駐車場：１０台   設 備：授乳スペース、ミルク用のお湯の用意あり、おむつ替えスペース、親子トイレ 

毎月の行事等：ママストレッチ、ママロン（３か月～未就園児）、リトルすずらんクラブ、お手軽エクササイズ、 

       親子ふれあい遊び講座、園庭開放、発育測定 

相談事業：子育て相談、臨床心理士による子育てミニ講座 

ホームページアドレス：http://www.moritagakuen.jp 

 

※①～⑭の地域子育て支援拠点施設は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用時間や利用人数を制限して

います。詳しくは、各施設へお問い合わせください。 
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運営者：生活協同組合コープみらい  住所：春日部市中央１－４－１ 

電話：０４８－７５３－４３３３（コーププラザ春日部） 

 

 ～ひとりで子育てから みんなで子育てへ～ 

 ０歳～入園前のお子さんと、その保護者で集まっておしゃべりや情報交換ができる場です。 

子ども同士のふれあいの場として、子育て中の方との出会いの場として気軽に遊びにきてください。 

開設時間：１０時から１５時  

開設日：月・水・金曜日、最終土曜日 ＊祝休日、施設休館日、年末年始を除く 

駐車場：なし  

設  備：授乳スペース、女子トイレにおむつ替えスペース、親子トイレ、子どもトイレ 

毎月の行事等：すくすくデー（身長と体重を計り、手形、足形を押します）、季節のイベント、 

       ０歳児対象のベビータイム（毎月1回） 

ホームページアドレス：https://mirai.coopnet.or.jp/event/kosodate_ouen/hiroba.html#saitama 

⑤コープみらい コーププラザ春日部「Ｃｏｃｃｏひろば春日部」 

④小島保育園「子育て支援すこやか」 
運営者：（福）米島会 小島保育園  住所：春日部市米島９３－２ 電話：０４８－７４６－０４０１ 

 第４金曜日には、スポーツクラブ専門講師による親子体操教室、子育て相談や手作りうどん作りなど食育活動にも取り

組んでいます。また地域の子育て専門員やセンターの応援をいただき、子育て講習も実施しています。 

 今後、今まで培ってきたノウハウを、さらに発展させ、「楽しく、生きがいのもてる子育て」を目指し、子育て親子の 

交流の輪をさらに広げていきたいと思います。 

開設時間：（月・水・金曜日）１０時から１５時、（土曜日）９時３０分から１１時 

開設日：月・水・金曜日、月１回・土曜日（祝休日、年末年始を除く） 

駐車場：第１・第２駐車場あわせて３０台 

設  備：おむつ替えスペース、ミルク用のお湯の用意あり 

毎月の行事等：  (1) 親子体操教室（第４金曜日、１０時から１１時） 

         (2) 親子で遊ぼう（月１回・土曜日、９時３０分から１１時） 

         (3) 子育て講習（月１回、１０時から１１時） 

         (4) 園庭開放 

       （5）親子ヨガ教室（月１回、１０時から１１時） 

相談事業：子育て相談（開設曜日・時間中随時） ホームページアドレス： http://kojima-h.sakura.ne.jp/ 

⑥春日部第１児童センター（エンゼル・ドーム）「エンゼルのつどい」 
運営者：（株)コマーム 住所：春日部市牛島３７１－１ 電話：０４８－７５５－８１９０ 

 春日部第１児童センター（エンゼル・ドーム）は、子どもたちが健全な遊びを通して、健康を増進し情操を豊かにする

ことを目的として、平成16年8月に開館した施設です。子どもたちに人気があるのは館の屋上から滑り降りる全長27メー

トルのローラー滑り台、お絵かきソフトが入ったパソコンなどのほか、週3回開催するつどいの広場で童謡や手遊びを親 

子で楽しむことができるほか保護者同士の交流もできます。 

開設時間：(月・水・金曜日）１０時から１５時、（第４日曜日）１０時から１４時 

開設日：水・木・金曜日（年末年始を除く）、第４日曜日 

駐車場：７８台  

設  備：授乳スペース、おむつ替えスペース、親子トイレ 

毎月の行事等：ベビーエンゼル、プチエンゼル、エンゼルのつどい、おとうさんと一緒 

相談事業：育児相談   ホームページアドレス：http://www.comaam.jp/angeldome/ 

地域子育て支援拠点施設 

  
かすかべ Ｍ・Ａ・Ｃ ☆みんなであそびに行こう！☆ 

※①～⑭の地域子育て支援拠点施設は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用時間や利用人数を制限して

います。詳しくは、各施設へお問い合わせください。 

＜ホームページ＞ 
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⑧春日部子育て支援センター「のびのびタイム」ほか 
運営者：春日部市指定管理者受託 平原学園・アクティオ共同事業体 

住 所：春日部市粕壁３－８－１  電 話：０４８－７５４－２２０１ 

 春日部子育て支援センターでは、０才～入学前のお子さんのいる子育て家庭や妊娠中（プレママ）の方の応援、支援を

し、心安らげる支援センターを目指しています。 

 ♥地域のホッとステーションとして…気軽に来られる居心地のよい場 

 ♥子育てのパワースポットとして…たのしく交流できる場 

 ♥子ども達のワイワイひろば…みんなで元気にあそべる場 

  子育ての悩みや心配も一緒に考えていきましょう。皆さんのご来館をお待ちしています。 

開設時間：８時３０分から１７時１５分  

     のびのびタイム（親子で自由に遊べる時間） 

     月～金曜日 ９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分 土曜日 ８時３０分～１３時３０分 

開設日：月～土曜日（祝休日、年末年始を除く） 

駐車場：他施設と共用  設 備：授乳室、オムツ替えスペース、親子トイレ、ミルク用のお湯の用意あり 

毎月の行事等：親子たいそう、年齢別の集い、パパとあそぼう（年４回）、多胎児の会（年４回）、 

       季節のあそびや制作、えほんの日、食育講座、育児講座、たまひよデー 

相談事業：育児相談   ホームページアドレス http://kosodate.hiraharahoiku.com 

⑨男女共同参画推進センター�ハーモニー春日部�「Ｃｏｃｃｏひろばハーモニー」 
運営者：生活協同組合コープみらい 住 所：春日部市緑町３-３-１７（男女共同参画推進センター・ハーモニー春日部） 

電 話（問い合わせ先）：０４８－７５３－４３３３（コーププラザ春日部） 

 ～ひとりで子育てから みんなで子育てへ～ 

 ０歳～入園前のお子さんと、その保護者で集まっておしゃべりや情報交換ができる場です。 

子ども同士のふれあいの場として、子育て中の方との出会いの場として気軽に遊びにきてください。 

開設時間：９時から１４時  

開設日：月・火・木・第２土曜日 ＊祝休日、施設休館日、年末年始を除く                

駐車場：３２台  

設 備：授乳室、多目的トイレにおむつ替えスペース 

毎月の行事等：すくすくデー(月１回身長と体重を計り、手形、足形を押します)、季節のイベント、 

       ０歳児対象のベビータイム(毎週火曜日) 

ホームページアドレス：https://mirai.coopnet.or.jp/event/kosodate_ouen/hiroba.html#saitama 

 かすかべ Ｍ・Ａ・Ｃ ☆みんなであそびに行こう！☆ 

地域子育て支援拠点施設 

運営者：春日部市指定管理者受託 ㈱コビーアンドアソシエイツ 

住 所：春日部市西金野井２５６－１  電 話：０４８－７４７－２３２１ 

 毎月様々なイベントを企画し、親子で楽しめる季節の遊びや制作などを行っています。さらに、育児相談・子育て支援
などを含め、子育てに関する様々な援助活動も行っております。木々に囲まれ、木材をふんだんに使い温かみのある明る
く開放的な建物で、親子でのんびりと過ごすのに良い環境です。小学校就学前のお子さんとそのご家族が、庄和子育て支
援センターで遊ぶことができます。たくさんの方のご来館をお待ちしています。 
開設時間：８時３０分から１７時１５分 ※８時３０分から１０時と１５時から１７時１５分までは電話相談のみ 
     ほっとタイム（親子で自由に遊べる時間）：１０時から１２時、１３時から１５時（土曜は１０時から１２時 
     のみ） 
開設日：月～土曜日（祝休日、年末年始を除く） 
駐車場：１４台（障がい者用スペース１台）  
設  備：授乳スペース、おむつ替えスペース、親子トイレ 
毎月の行事等：せいさくのひろば、あそびのひろば、おはなしのひろば、てづくりおもちゃであそぼう、 
       おいでおいであかちゃん、育児相談、ボールプール開放日、みんなでおめでとうなど 
         （イベント開室時間１０時から１２時、１３時から１５時） 
相談事業：言語相談、家庭児童相談、看護師による巡回相談など 

ホームページアドレス： http://www.city.kasukabe.lg.jp/ 

⑦庄和子育て支援センター「ほっとタイム」ほか 

※①～⑭の地域子育て支援拠点施設は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用時間や利用人数を制限して

います。詳しくは、各施設へお問い合わせください。 

＜ホームページ＞ 

＜ホームページ＞ 
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⑫庄和児童センター（スマイルしょうわ）「つどいの広場“みっくすじゅーす”」 
運営者：シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 

住  所：春日部市金崎８３９－１ 電  話：０４８－７１８－０３００ 

 つどいの広場は、０歳児から未就学児までのお子様を対象に３クラスに分け（いちご組、みかん組、ばなな組）、 

次のような楽しい企画をたくさん用意しています。 

 ぺープサート・季節の壁面製作・リトミック・誕生会・身体測定・３B体操etc. 

 ここに来ればほっとする。困ったときに話が出来る。楽しい時間を共有できる。そんな“スマイルしょうわ”に是非お 

越し下さい。いつでもお待ちしています。（詳しくは下記ホームページをご覧ください。） 

開設時間:１０時から１５時 ※１３時３０分から「にこにこスマイル」を実施しています。 

開設日:月・水・金曜日（年末年始を除く） 

駐車場：１２５台  

設 備：授乳室、おむつ交換台、親子トイレ、ミルク用のお湯の用意あり、ベビーベッド、みんなのトイレ 

相談事業：育児相談 

ホームページアドレス：http://smile2showa.site/ 

  

地域子育て支援拠点施設 

かすかべ Ｍ・Ａ・Ｃ ☆みんなであそびに行こう！☆ 

運営者：アートチャイルドケア株式会社  住 所：春日部市下蛭田２４３－４  

電 話：０７０-６５１４-５７６４（直通１０時～１６時半迄) ０４８－７６１－０４１５(保育園） 

 「たんぽぽルーム」は、認可保育園アートチャイルドケア春日部に併設している子育て支援センターです。地域の皆様

の交流の場として、親子でくつろげるお家の一室のような空間になるよう心掛けています。お部屋のおもちゃで自由に遊

ぶことが出来るたんぽぽルーム開放日や発育測定、年齢別サークルの他に、花育教室や親子クッキング、季節の製作やハ

ロウィン・クリスマス会など、親子で楽しめる様々なイベントを行っております。入り口脇にあるすべり台や砂場でも遊

ぶことが出来ます。詳しい日程は、下記ホームページアドレスまたはＱＲコードより毎月発行しているセンター便りをご

覧ください。また、ご不明な点がございましたら、当センターまでお気軽にお問い合わせください。 

開設時間：１０時から１６時  

開設日：月～金曜日（祝休日、年末年始除く）・土曜日（不定期で講習会等を開催） 駐車場：８台    

設備：子ども用トイレ、おむつ替えスペース、ベビーベッド、ミルク用のお湯の用意あり 

毎月の行事等：開放日、看護師さんの発育測定、年齢別サークル「たんぽぽキッズ」、おりがみくらぶ、 

       工作くらぶ、ベビーマッサージ＆産後ヨガ、誕生会     

相談事業：育児相談・看護師による相談など 

ホームページアドレス： https://www.the0123child.com/personal/1294/ 

⑪アートチャイルドケア春日部 子育て支援センター「たんぽぽルーム」 

運営者：子育ち応援団ゆめ色 

住 所：春日部市大枝８９ 武里団地７－４  電 話：０４８－７３４－１０９８（団体代表者） 

 会場のゆっく武里（春日部市健康福祉センター）には、デイサービスセンター・訪問看護ステーション藤等があり、い

ろいろな方が楽しく活動しています。私たち子育ち応援団ゆめ色は「子も親も高齢者も共に楽しいひと時を！」をモッ

トーに、工作・ゲーム・ティータイム等いろいろなプログラムで“楽しかった”“よかった”と、みんなでにっこりでき 

る場所作りをしていきます。いっしょに楽しみましょう！ 

開設時間：９時から１４時 

開設日：週３日・不定期（祝休日、年末年始、施設休館日を除く） 

駐車場：なし  設 備：授乳室、おむつ替えスペース、ミルク用のお湯の用意あり 

毎月の行事等：季節感を生かした行事、誕生会、発達相談、薬剤師や栄養士の話、工作、ティータイムなど 

⑩健康福祉センター（ゆっく武里）「い・つ・も ゆめ色」 

※①～⑭の地域子育て支援拠点施設は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用時間や利用人数を制限して

います。詳しくは、各施設へお問い合わせください。 

＜ホームページ＞ 

＜ホームページ＞ 

＜インスタグラム＞ 
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地域子育て支援拠点施設 

かすかべ Ｍ・Ａ・Ｃ ☆みんなであそびに行こう！☆ 

運営者：ＮＰＯ法人 Ｖｉｌｌａｇｅ 

住 所：春日部市栄町２－１３５  電 話：０４８－６７７－２８６５ 

 いつも子育てを頑張っている方々に寄り添いたいとの気持ちで、皆さんをお迎えしています。日頃の思いを語り、自分自

身を大切にする時間を持つことで、お子さんと温かい気持ちで向き合えるよう、保育士などのスタッフがサポートします。

また、子育てサービス等の利用をコーディネートする利用者支援専門員も常駐していますので、気軽にお声かけください。 

 さらに、スタッフがご自宅を訪問して子育てのサポートをする「ぽっけ出張子育てサポート」では、“赤ちゃんお迎え準

備相談”や“ママの身体ケアアドバイス”、“一緒に子育てサポート”、“子育てひろば等への見学同行”などを実施して

います。産前産後や子育てが大変な時期にはぜひ気軽にご利用ください。 

開設時間：１０時から１５時（電話・LINE 相談は９時から１６時） 

開設日：月～金曜日（祝日、年末年始、８月１３日～１５日を除く） 

駐車場：７台  

設 備：おむつ替えスペース、ベビーベッド、調乳スペース、授乳室、相談室 

相談事業：開設時間内で随時受付（電話、LINE、来所、訪問）         ＜ホームページ＞    ＜公式LINE＞ 

ホームページアドレス：https://kosodatepeer.jimdofree.com          

公式LINE：「@cal3003p」 

⑬地域子育て支援拠点 ぽっけのおうち 

※①～⑭の地域子育て支援拠点施設は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用時間や利用人数を制限して

います。詳しくは、各施設へお問い合わせください。 

⑭学校法人大京学園 こども相談支援センター 
運営者：学校法人大京学園 

住 所：春日部市大枝８９－２－２  電 話：０４８－７３５－５００６ 

 ４月１日、地域子育て支援拠点事業『学校法人大京学園 こども相談支援センター』を開設しました。 

 子育て家庭が気軽に集い、相互交流や子育てに関する情報提供や不安・悩みを個別相談できる場を提供しています。 

 こども相談支援センターでは、①育児や子育てに関する個別相談及び、②乳幼児向けのイベントや専任の保育教諭による

保育としての親子活動（「子育てサークル」）など、未就学児とその保護者が楽しく遊ぶことができる環境を整え提供して

います。 

 雨天の場合でも遊ぶことができる充実した屋内大型遊具も設備しています。どうぞお気軽にご利用ください。 

開設時間：【子育てサークル】１０時から１２時※登録制 

     【個 別 相 談】１３時から１６時※事前予約制    

開設日：月・水・木曜日（祝日、休日、年末年始、夏季休業を除く） 

駐車場：なし 

設 備：授乳スペース、子どもトイレ、体育館、おむつ替えスペース、ミルク用のお湯の用意あり 

毎月の行事等：リズム遊び、お誕生日会、製作、身体測定など 

相談事業：個別相談・メール相談（kodomosoudan@daikyo.ed.jp） 

ホームページアドレス： https://daikyo.ed.jp 


