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かすかべＭ・Ａ・Ｃ ☆みんなであそびに行こう！☆ 

①春日部市主任児童委員連絡会 

◆主な活動場所 

 総合福祉センター（あしすと春日

部）、武里市民センター 

◆活動内容 

・保育士によるふれあい遊びを親子

で楽しんでいます。 

・助産師・家庭児童相談員の協力を

得て、子育て中の悩みや不安など専

門的な相談にも応じています。 

・参加者の交流を図っています。 

◆対象者   

 0才～5才児とその保護者 

◆代表者名 白石 和歌子 

◆連絡先 ☎048（735）3670 

春日部市地域子育て支援協議会 

                          

その他の団体等                           

 当協議会に加入している団体等をご紹介します。 

 「その他の団体等」は、子育てボランティアグ

ループ・団体、ＮＰＯ団体等で構成され、講演会・

研修会等の開催のほか、親子のつどいの場づくり、

読み聞かせ、リズム体操、野外活動等の幅広い活動

を行っています。  

 団体主催の催し等へ参加したい方、活動内容など

をお聞きになりたい方は、直接各団体までお気軽に

お問い合わせください。 

※①～㉙のその他の団体等について、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

ている場合があります。詳しくは、各施設へお問い合わせください。 



7 

 

◆主な活動場所 

 子育て支援：各小学校、各地区
公民館 

 子育てサロン：内牧、豊春、豊

野、幸松、武里団地、庄和の各公

民館 

◆活動内容 

・子育て支援ミニ集会、親業講座
：躾や子育てについて学び、悩み
や相談に対して助言しています。 

・子育てサロン：親子のふれあい
や交流、情報交換の場であり、相
談、助言等を行っています。 

・市内小学校22校・義務教育学校1
校にチューリップの球根を配布し
ています。 

・市内中学校へ愛の図書券を寄贈 

・かすかべ郷土かるた大会に参加
協力 

・公民館事業等の託児に協力 

◆対象者 

 乳幼児、児童・生徒及びその保

護者 

◆代表者名 堀江 良子 

◆連絡先 ☎048（761）6328 

◆対象者  

 未就児、園児、その保護者 

◆代表者名 逸見 育子 

◆連絡先 ☎048（735）2521 

◆主な活動場所 

 市内19私立幼稚園及び認定こど

も園 

◆活動内容 

 定例園長会毎月1回、教員研修

会年3回開催。子育てフォーラ

ム、親子観劇会毎年開催。 

②春日部地区更生保護女性会 

④春日部市私立幼稚園協会 

③春日部市私立保育園連盟 

◆対象者  

 市内私立保育園園長及び職員 

◆代表者名 小宮 英展 

◆連絡先 ☎048（734）9692 

 

◆主な活動場所 

 市内各保育園持ち回りで開催 

◆活動内容 

 必要に応じて、園長会、講演

会、勉強会を開催する。 

 

 

その他の団体等                            
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ト参加および子ども見守り活動、

スクエアステップ体操教室、ＥＭ

石けん作り講座開催、販売 

◆対象者  

 乳幼児～小学生、その保護者、  

高齢者 

◆代表者名 日高 知子 

◆連絡先 ☎090（4706）4822 

◆主な活動場所 

 庄和児童センター（スマイル

しょうわ）、総合福祉センター

（あしすと春日部） 

◆活動内容 

 乳幼児救急救命講座開催、普通

救急救命講座開催、庄和児童セン

ター（スマイルしょうわ）イベン

⑤春日部地区助産師会 

⑥愛育む会 

 妊娠中から出産、育児期（思春

期・更年期・老年期まで）女性の

ライフサイクルに寄り添い、サ

ポートいたします。お気軽にご相

談ください。 

◆対象者 

・妊婦、産婦、褥婦       

・乳児、幼児とそのご家族 

◆代表者名 新藤 るみ子 

◆連絡先 ☎080（5903）3612 

◆主な活動場所 

 市内全域（家庭訪問）、春日部

保健センター、武里市民セン

ター、総合福祉センター（あしす

と春日部）、子育て世代包括支援

センター（ぽっぽセンター） 

◆活動内容 

・妊産婦、新生児訪問 

・ママパパ学級 

・子育てサロン 

 

 その他の団体等                                                    
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⑦春日部市子ども会育成連絡協議会 

・子育てに関する情報の提供をし

ています。 

◆対象者  

 0歳からの障がい児および保護

者、健常児および保護者 

◆代表者名 中村 高子 

◆連絡先☎ 090（2322）9424 

   048（734）1123（FAX兼） 

 

◆主な活動場所 

第2土曜日：総合福祉センター（あ

しすと春日部）プレイルーム 

第4土曜日：春日部第１児童セン 

ター（エンゼル・ドーム） 

◆活動内容 

・子ども達にたくさんのおもちゃ

を用意して、気に入ったおもちゃ

を選んで楽しく遊ぶ機会を提供す

る場所です。 

⑨春日部おもちゃの病院 

⑧春日部おもちゃの図書館「うさぎとかめ」 

◆対象者            

小学生、中学生、各子ども会育成

者 

◆代表者名 角間 洋子 

◆連絡先 ☎048（797）7791 

◆主な活動場所 

武里市民センター、教育センター 

◆活動内容 

・育成指導者研修会      

・路線バス乗り継ぎの旅     

・かすかべ郷土かるた大会の協力                                  

・公民館事業の協力 

 

その他の団体等                            

 

◆主な活動場所 

☆毎月第1土曜日  

 庄和児童センター(スマイルしょうわ)           

☆毎月第2日曜日 

 春日部第2児童センター(グーかすかべ)          

☆毎月第3火曜日  

 イオンモール春日部 2階 

☆毎月第4土曜日  

 春日部第1児童センター(エンゼル・ドーム) 

時間は何れも10時～15時です。 

◆活動内容 

◇ぬいぐるみの犬、お人形、プラ製電車、

電子ピアノ、ラジコンカーなど、動かな 

いとか壊れたおもちゃをお持ち下さい。

治るか治らないか、見ないと判らないの

で一度お持ち込み下さい。機械いじりの

好きなボランティアが修理に挑戦しま

す。                

◇ぬいぐるみ修理が増えています。裁縫

のできる方、お手伝いください。 

 

◆対象者  

 個人、団体を問わず会

場にお持ちいただいた方 

◆代表者名 大滝 敞 

◆連絡先 ☎080（3463）4725 
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⑩パネルっこの会 

ブラックパネルシアター、人形劇

等で慰問、公演する。 

◆対象者  

 乳幼児から高齢者まで 

◆代表者名 大森 三重子 

◆連絡先 ☎090（8646）1586 

◆主な活動場所 

子育て支援センター、保育所

（園）、公民館、学校、地域集会

所、高齢者施設等 

◆活動内容 

 対象児(者)、また季節に合わせ

て、童話、民話、オリジナル話

し、手遊び等をパネルシアター、

 

 

 

 その他の団体等 

⑪子育ち応援団ゆめ色 

◆主な活動場所 

 健康福祉センター（ゆっく武

里）、武里南地区公民館 

◆活動内容 

「い・つ・も ゆめ色」(子育て支援

拠点)運営、保育サポート、季節感

を活かした行事・遊びや工作と

ホッとできる居場所づくりを組み

こんだ活動 

◆対象者  

 子どもとその親、高齢者 

◆代表者名 田村 ゆり 

◆連絡先 ☎048（734）1098 

⑫さくらんぼの会 

◆主な活動場所 

春日部子育て支援センター 

◆活動内容 

双子(多胎児)とその保護者の交流    

毎月第4火曜日 10時30分から    

出入り自由。初めての方は前日まで

にメールでお知らせください。 

※詳細は、

sakuranbo1941@yahoo.co.jp

にメールください。 

◆対象者  

 双子(多胎児)とその保護者 

   双子(多胎児)妊娠中の方 

◆代表者名 田島 楓 

◆連絡先 ☎090（1811）8631 
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⑬春日部おやこ劇場 

 

その他の団体等                            

◆主な活動場所 

 春日部市市民活動センターほか 

◆活動内容 

 子どもの年齢に合わせたプロに

よる様々なジャンルの舞台鑑賞 

（未就園児の親子）幼児サークル 

（幼児～小中高生親子）異年齢に

よる様々な体験活動 

・子どもに関する講演会、講座の情

報発信と参加 

・活動を通じた仲間づくり 

◆対象者  

 未就園児～ 

◆代表者名 関根 恵子 

◆連絡先 ☎090（1603）4553 

⑭ちびまめっこクラブ 

◆主な活動場所 

 山中集会所 

◆活動内容 

 ・誕生会 

 ・工場見学 

 ・手形製作 

 ・ハロウィンなど季節行事 

◆対象者  

 0歳～未就学児とその保護者 

◆代表者名 小松 

◆連絡先 ☎090（4609）6843 

⑮ＮＰＯ法人ららら笑会 

◆主な活動場所 

 埼玉県内 

◆活動内容 

・絵画展（年1回） 

・バザー（年2回） 

・環境に対する運動 

◆対象者  

 県内の障がい者他（子どもから大

人の方まで） 

◆代表者名 金森 恵美子  

◆連絡先 ☎090（2238）5658 
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◆対象者  

 さまざまな障がいを持つ子とその

家族 

◆代表者名 藤ヶ谷 理江 

◆連絡先 ☎090（6141）4934 

 

◆活動内容 

 随時、相談受付中です。 

 

 

 

⑰豊春中央保育園 

⑯ひよこクラブ 

 その他の団体等                                                 

◆主な活動場所 

 豊春中央保育園 

◆活動内容 

 ・園庭開放 

 （毎週水・土曜日 9時～12時） 

◆対象者 

 乳幼児とその保護者  

◆代表者名 園長 當間 秀俊  

◆連絡先 ☎048（754）0226 

⑱春日部第２児童センター（グーかすかべ） 

◆主な活動場所 

 春日部第2児童センター（グーか

すかべ） 

◆活動内容 

・地域における児童健全育成活動

の推進 

・地域の児童育成団体への活動場

所の提供 

・子育て、食育等に関する情報の 

提供 

・各種講座の実施による児童の知

育促進 

・学習スペース確保による勉学促

進 

◆対象者  

 乳幼児～高校生及びその保護者 

◆代表者名 館長 金子 博之 

◆連絡先 ☎048（754）2815 
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⑲おもしろ彩エンスクラブ 

 

その他の団体等                            

◆主な活動場所 

 春日部第１児童センター（エンゼ

ル・ドーム）・春日部第2児童セン

ター（グーかすかべ）   ほか 

◆活動内容 

・地域における児童生徒の健全育成

活動 

・科学や科学教育に関する情報の提

供 

・身近な生活の中の科学的な事象 

に驚いたり感動したりさせなが

ら、子ども達の科学への興味・関

心を高めるための活動 

◆対象者  

 年中・年長園児～小中学生とそ

の保護者 

◆代表者名 小林 久美恵 

◆連絡先 ☎048（737）9115 

⑳三愛保育園 

◆主な活動場所 

 三愛保育園園庭 

◆活動内容 

・園庭解放 

 開設日：月・水・金曜日 

 （祝祭日・年末年始を除く） 

 開設時間：9時30分～11時30分 

◆対象者  

 乳幼児とその保護者 

◆代表者名 安孫子 稔 

◆連絡先 ☎048（761）0133 

㉑藤塚幼稚園 

◆主な活動場所 

 藤塚幼稚園 

◆活動内容 

・未就園児（２歳半から）に週２回

有料のプレを実施  

・満３歳児クラスを設けました 

 8時30分～14時 

※どちらも定員あり 

◆対象者  

 未就園児、満３歳児、園児、そ

の保護者 

◆代表者名 逸見 育子  

◆連絡先 ☎048（735）2521 
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 その他の団体等                                                    

㉒ＮＰＯ法人春日部ＦＭ 

◆主な活動場所 

 春日部市市民活動センター、春

日部特別支援学校グラウンド・体

育館、中央公民館など 

◆活動内容 

 世代間交流を目的に、様々なス

ポーツや文化活動（歌や手芸、工

作、クッキングなど）を行ってお

ります。 

また、遠足やバーベキュー、クリス

マス会等のイベントを通じ、メン

バー間の親睦を図っています。 

 

◆対象者  

  幼児・小中学生から大人までどな

たでも 

◆代表者名 石本 玉紀 

◆連絡先 ☎048（736）9499 

㉓特定非営利活動法人 Ｋｉ-Ｐｏｔ（キポット） 

◆主な活動場所 

 春日部市市民活動センター 

◆活動内容 

 ・託児サービス事業 

 ・ひろば(リトミック、英語など    

  の講座あり) 

※現在、活動中止しています。 

◆対象者  

 ０歳～３歳児の未就園児と保護者 

◆代表者名 木ノ本 芳子  

◆連絡先 ☎048（700）3124 

㉔学校法人 春日部学園 あおぞら保育園 

◆主な活動場所 

 あおぞら保育園 ２階 

◆活動内容           

・保護者同士の交流              

・子育ての悩み、相談 

◆対象者  

 5ヶ月～3歳未満の子どもと、その

保護者（製作の月は10組） 

◆代表者名 岩崎 重子  

◆連絡先 ☎048（812）5574 
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その他の団体等                            

㉕大増のぞみ保育園「ポップンクラブ」 

◆主な活動場所 

 大増のぞみ保育園 

◆活動内容            

・開設日：月～金曜日（祝祭日・

年末年始除く） 

・開設時間：10時～11時30分 

・園庭や子育て親子交流スペース  

開放 

※7月、8月はお休みとなります 

・子育て親子や保育園児と触れ合

いながら、子育ての悩みなども気

軽にご相談いただいてます。 

※詳細はホームページ（http://

popn.hiraharahoiku.com）をご

覧ください。              

◆対象者  

 0歳～未就園児と保護者 

◆代表者名 三井 美和子  

◆連絡先 ☎048（731）4152 

㉖特定非営利活動法人 かすかべ子ども食

堂ひなた 地域子ども共育ステーション

ハッピーサークルサイクル 

◆主な活動場所 

かすかべ子ども食堂ひなた                 

（春日部市大場1397番地2 武里

地区集会所） 

◆活動内容 

（子ども食堂）・・・毎週水曜日 

18時30分 いただきます 

19時30分 おかたづけ 

（食糧無料配布会） 

 ※食堂の開催ができない間 

毎月第3日曜日 11時～ 

◆対象者  

 子育て家庭の親子 

◆代表者名 猪狩 氷青 

◆連絡先 

 お問い合わせ・予約用LINE  
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 その他の団体等                                                    

㉗ＹＹくらぶ 

◆主な活動場所 

武里団地西集会所、隣接する公園   

◆活動内容 

毎週土曜日午前中 

・子どもの居場所作り 

（学校や家庭以外の安心できる

ほっこりした空間作り） 

・学習支援 

※毎月最終土曜日は、軽食作り 

（現在、軽食作りは新型コロナウ

イルス感染防止のため、中止して

います） 

◆対象者  

 児童 

◆代表者名 宇井 つぎ子  

◆連絡先 ☎048（734）1761 

      090（3579）2751    

◆主な活動場所 

カトリック春日部教会、信徒会館 

（春日部市中央5-7-15）   

◆活動内容 

・こども学習 

・学習スペース 

毎月第2土曜日 12～15時 

◆対象者  

 こども（親子）、学生、大人、 お

年寄りも歓迎します。 

◆代表者名 鈴木 國弘 

◆連絡先 ☎048（627）1042 

   （カトリック春日部教会） 

メール：hitsujishokudou@gmail.com    

㉘かすかべひつじ食堂 

㉙ボランティアキャラバン オクト 

◆主な活動場所 

春日部市大畑741-17 

（戸建て住宅）   

◆活動内容 

・食の支援（フードパントリー） 

・ヤングケアラー・シングルマ

ザーを対象とした無償学習支援

（パソコン操作の指導） 

・オレンジリボン運動の推進（児

童虐待防止のための母親に対する

傾聴など） 

・ステップファミリーの円滑な暮

らしのための支援 

◆対象者  

 ひとり親家庭の親子（お子さんは

小学生まで） 

◆代表者名 三上 洋子 

◆連絡先 ☎080（3211）5148 

メール：farm-octo@outlook.jp 

         

＜ホームページ＞ 


