
4月・5月の予定

春日部市の花「フジ」 鳥「ユリカモメ」木「キリ」

「クレヨンしんちゃん」Ⓒ臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ＡＤＫ

子育てに役立つ
情報満載！

▲携帯版
　子育て情報ページ

スマートフォン版▶
かすかべ子育て

応援サイト

児童センター　遊ぼうで 記号の説明 対象・定員 持ち物 申し込み

春日部第１児童センター エンゼル・ドーム　牛島371-1　☎755-8190
休館…4月は無休　開館時間…10:00～18:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み
おりがみ教室
「こま」を作って遊ぼう！

4/3㈯
10:30～11:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターヘ

みんなでつくろう工作教室
簡単！とばして競争「新聞紙砲」

4/10㈯
①10:30～11:30
②13:30～14:30

3歳児以上（未就学児は保護者同伴）　各10人（先着順）
当日直接、同センターヘ

おもしろ彩
サイ
エンス

CDで遊ぼう！「白黒なのに色が見えるふし
ぎなこまや風船ホバー」を作ろう！

4/18 ㈰
13:30～15:00

5歳児以上（未就学児は保護者同伴）　15人（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

おとうさんといっしょ
体を動かして遊ぼう！

4/25㈰
10:30～11:00

1歳6カ月以上の未就学児とその保護者（お母さんの参加も
可能）　15組（申し込み順）
4/10㈯から直接、または電話で同センターへ

いご・しょうぎ
囲碁・将棋を楽しもう！

5/1㈯
13:30～15:00

小学生以上　各10人（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

春日部第2児童センター グーかすかべ　粕壁3-8-1　☎754-2815
休館…4月は無休　開館時間…10:00～20:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み

G
ゲ ー ム
AME C

カ フ ェ
AFE

スマートボールなどで遊びましょう！
4/5・12・19・26
（全て㈪）
15:30～17:30

高校生以下
当日直接、同センターへ

いちごえん♥みんなであそぼう♥
みんなで楽しく遊びましょう！

4/9㈮
11:30～12:00

1歳児以上の未就学児とその保護者　10組（先着順）
当日10:00から直接、同センターヘ

ママといっしょに★ヒップホップダンス
親子で遊びながらヒップホップダンスを楽
しみましょう！

4/22㈭
11:00～11:30 

1歳6カ月以上の未就学児とその保護者　12組（申し込み順）
直接、または電話で同センターヘ

オープン工房
子どもの日のフォトフレームを作りましょう

4/24㈯・25㈰
13:30～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各20人（先着順）
当日直接、同センターヘ

グーかす将棋道場（オープン形式）
将棋を習って集中力を身につけましょう

4/25㈰
13:00～15:00 

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターヘ

庄和児童センター スマイルしょうわ　金崎839-1　☎718-0300
休館…4月は無休　開館時間…10:00～18:00（利用時間・利用人数を制限しています）

催し物 とき 対象・定員・持ち物・申し込み

入学おめでとう週間
新小学1年生にスマイルしょうわの利用に
ついて案内します。保護者も一緒にどうぞ！

4/1～11㈰
①10:00～11:45
②13:00～14:45
③15:30～17:30

新小学1年生（保護者の同伴も可能）
当日直接、同センターへ

囲碁・将棋教室
初めてでも先生が優しく教えてくれます。

4/10㈯・24㈯
10:00～12:00

小学生以上
当日直接、同センターへ

ふれあいベビータイム
ベビーヨガやマッサージで親子が笑顔にな
れる心地よい時間です

4/13㈫
10:30～11:30

3カ月以上の首の据わった乳幼児～満1歳児とその保護者 　
10組（申し込み順）
バスタオル、水分補給できるもの
直接、または電話で同センターへ

わくわく親子ビクス
子どもたちはもちろん、保護者もハッピーに
なれるプログラムです♪

4/20㈫
10:30～11:30

一人で歩ける子どもとその保護者　12組（申し込み順）
汗拭きタオル、水分補給できるもの
直接、または電話で同センターへ

おもちゃ病院
壊れたり動かなくなった「おもちゃ」を、おも
ちゃ病院の先生にみてもらいましょう！

5/1㈯
①10:00～11:50
②13:00～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
みてもらうおもちゃ
当日直接、同センターへ

会場 電話番号
武里南保育所 武里団地9-16 ☎735-4381

第3保育所 粕壁6823 ☎752-0736

第4保育所 備後西1-13-1 ☎735-0066

第5保育所 藤塚428-１ ☎735-8471

第6保育所 牛島1276 ☎754-5040

第7保育所 栄町3-166 ☎754-7426

第8保育所 上蛭田82-1 ☎754-8349

第9保育所 粕壁3-8-1 ☎754-3521

八木崎保育所 粕壁5435-1 ☎797-5747

庄和第1保育所 西金野井256-1 ☎746-3511

庄和第2保育所 東中野1152 ☎746-5221

　新型コロナウイルス感染
症拡大防止のため、保育施設内での地域交流
会は中止します。なお、子育てに関する助言・
指導を行う子育て電話相談は今まで通り実施し
ます。詳しくは、各保育所へお問い合わせくだ
さい。

地域交流会

　ごみの収集日程や分別方
法、各種健診、予防接種など
の健康情報を掲載した「令和3
年度ゴミニケーション健康情報
カレンダー」を発行しました。
　健康情報には親子の健康づ
くりに関する情報（乳幼児健康
診査などの日程や各種教室な
ど）、予防接種に関する情報、
医療機関一覧や救急医療に関する情報などを掲載しています。
　同カレンダーは、自治会を通じて各家庭に配布していますが、手元
に届いていない場合は、市役所1階総合案内、庄和総合支所2階総
務担当、武里出張所、ハーモニー春日部、各公民館で配布しています。

　普段気になっている子育てについて、地域子育て
支援拠点施設のぽっけのおうちのスタッフとお話し
しませんか。「ちょっと聞いて」というお話も大歓迎で
す。スタッフも子育て経験者なので、ママ友のように気軽にお話ししてください。
〇対象者
　市内在住で、妊娠中または主に0歳～3歳の子どもがいる保護者
〇対応日時
　㈫㈬㈮　10:00～15:00（㈷、年末年始、夏季休業日を除く）
〇利用方法
　「ぽっけLINE子育て相談」2次元コードからお友達追加して
ください（ID検索:@593bsbla）
〇ぽっけLINEの問い合わせ
　ぽっけのおうち（☎ 677-2865）

子育てピックアップ①
ぽっけL

ラ イ ン

INE子育て相談 ゴミニケーション健康情報カレンダー
子育てピックアップ②

問い合わせ／健康課（内線7512）・こども相談課（内線2770）問い合わせ／こども政策課（内線2572）

　普段気になっている子育てについて、地域子育て
支援拠点施設のぽっけのおうちのスタッフとお話し

「ぽっけLINE　
子育て相談」　
2次元コード▶ 

▲ゴミニケーション健康情報カレンダー表紙
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　子育て中の親子をサポートする施設へ遊びに来ませんか。
申し込み…人数制限をしているため事前予約制となります（エンゼルのつどい、い・つ・も　
ゆめ色、つどいの広場「みっくすじゅーす」を除く）。各施設へお問い合わせください。

事業名 施設名 開設日時（㈷㉁、施設の休館日を除く）

エンゼルのつどい エンゼル・ドーム
（☎755-8190）

㈬～㈮、毎月第４㈰
10:00～15:00

ほっとタイム
ほっとランチ、ほっとカフェ開催

庄和子育て支援センター
（☎747-2321）

㈪～㈯
8:30～17:15

さくらんぼ
こいのぼり製作、平均台、身体測定

信愛保育園（大場）
（☎734-9692）

㈪・㈬・㈮　月２回㈫開所
9:30～12:00、13:30～16:00

わかたけ
乳児園庭開放、親子講座、
ベビーヨガ&ビクスなど

一の割自然保育園（一ノ割）
（☎080-3429-0115）

㈪～㈮、月１回㈯開所
9:30～12:00、13:00～16:00

C
コ ッ コ
occoひろば
春日部

コープみらい
コーププラザ春日部（中央）
（☎753-4333）

㈪㈬㈮、毎月最終㈯
10:00～15:00

緑の森子育てひろば
ママロンベビー、ママロンキッズ、
ママストレッチ、お手軽エクササイズ

緑の森保育園（米島）
（☎746-7373）

㈪～㈮
9:00～12:00、13:00～15:00

のびのびタイム他
年齢別のつどい、親子たいそう、
ワクワクえほんなど

春日部子育て支援センター
（☎754-2201）

㈪～㈮ 8:30～17:15、
㈯ 8:30～13:30

C
コ ッ コ
occoひろば
ハーモニー

ハーモニー春日部
（☎753-4333（コーププラザ
春日部内））

㈪㈫㈭（29㈷を除く）・10㈯
9:00~14:00

い・つ・も　ゆめ色
教材費など自己負担あり
（100円～200円）

武里南地区公民館
（☎734-1098（団体代表者））
※ 4/13㈫・17㈯・27㈫は武
里大枝公民館

㈫※・1・9㈮・14㈬・15㈭・
17㈯※・23㈮・24㈯・28㈬
9:00～14:00

子育て支援センター　たんぽぽルーム
たんぽぽルーム開放日、発育測定、
ベビーマッサージ＆産後ヨガ、誕生会

アートチャイルドケア春日部
（下蛭田）
（☎070-6514-5764）

㈪～㈮　
※㈯は講習会開催予定（不定期）

子育て支援　すこやか
4/5㈪ゲームをして楽しく遊びま
しょう

小島保育園（米島）
（☎746-0401）

㈪・㈬・㈮　10:00～15:00
月１回㈯ 10:00～12:00

つどいの広場
「みっくすじゅーす」

スマイルしょうわ
（☎718-0300）

㈪㈬㈮ 
10:00~15:00

ぽっけのおうち
出張子育てサポートも実施

ＮＰＯ法人V
ヴィ レ ッ ジ
illage（栄町）

（☎677-2865）
㈫㈬㈮
10:00～15:00

地域子育て支援拠点施設

問い合わせ／中央図書館（☎761-5911）、武里図書館（☎737-7625）、庄和図書館（☎718-0200）
申し込み不要。直接会場へ

催し物 とき ところ 対象

小さい子のおはなし会（武里図書館は第2・第4㈯） ㈯　
15:00～15:30 中央図書館

武里図書館
庄和図書館

4歳児～
9歳児

大きい子のおはなし会 第2・第4㈯　
15:30～16:00 小学生

えほんのへや
絵本の読み聞かせ・手遊びなど

第1・第3㈭　
10:45～11:30 中央図書館 2歳児～

4歳児と
その保護者第2・第4㈭　

10:45～11:30 武里図書館

あかちゃんえほんの会
絵本の読み聞かせ・わらべうたなど

第2・第4㈭　
11:15～11:30 中央図書館 乳幼児と

その保護者子育てぴよぴよタイム
絵本の読み聞かせ・手遊びなど

㈭
11:00～11:30 庄和図書館

あかちゃんタイム（中央図書館・武里図書館）
子育てファミリータイム（庄和図書館）
お子さんと一緒に気兼ねなく図書館を利用できる時間です

㈭
10:00～12:00

中央図書館
武里図書館
庄和図書館

未就学児と
その保護者

図書館　行こうへ

かすかべそらら保育園（小規模保育）  所在地 :中央2-14-7（☎752-2556）

　木のぬくもりを感じられる温かい園舎に、子どもたちが毎日元気いっぱいに保育園生活を楽しめるよう、
保育園にはさまざまな子ども目線のこだわりが詰まっています。保育園では、さまざまな遊びを通して、遊
びの種をまいて、遊びの芽を育てながら、子どもたち一人一人が主役になって伸び伸びと過ごしています。
　「はれのひも、くもりのひも、あめのひも、まいにちがたのしい」かすかべそらら保育園は、子どもたちの「元
気いっぱい」を応援します。
開所日時：㈪～㈮　7:00～19:00、㈯　8:30～16:30（㈷・年末年始を除く）
対象：0歳児～2歳児

してはダメ　自分がされて　イヤなこと　（青少年健全育成標語）

集まれ！元気っ子 春日部市内の幼稚園・保育園・認定こども園などを紹介します

子育てサロン
　育児中の親子が集う場で、簡単な遊びを通じて参加者同士の交流を図ります。
育児の不安・悩みなど、子育てについて、いろいろおしゃべりしてみませんか。
対象…0歳児～ 5歳児とその保護者　申し込み…各会場・問い合わせ先へ

事業名 会場・問い合わせ 開催日 時間4月 5月
子育てサロン
 主任児童委員、保育
士、助産師、家庭児童
相談員が常駐し、専
門的な相談にも応じ
ています

あしすと春日部〔こども相談課（内線2766）〕
15組（申し込み順） 22㈭ 27㈭

10:00～
11:30武里市民センター〔こども相談課（内線2766）〕

15組（申し込み順） 6㈫ 18㈫

うちまきプレイルーム 内牧南公民館（☎761-0065）
10組（申し込み順） 1 13㈭ 10:00～

12:00

親子の広場

豊春地区公民館（☎754-0942）
10組（申し込み順） 15㈭ 20㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 14㈬ 12㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 21㈬ 19㈬

子育て
ふれあいサロン

豊野地区公民館（☎735-0009）
5組（申し込み順） 15㈭ 20㈭

藤塚公民館（☎735-2528）
5組（申し込み順） 27㈫ 25㈫

武里南地区公民館
〔武里大枝公民館（☎737-8022）〕
10組（申し込み順）

21㈬ 19㈬

子育てサロン
「親子のひろば」

正風館（☎746-6666）
15組（申し込み順）　申込期間4/7㈬～
5/14㈮まで

なし 20㈭

中
なかむら

村 悠
ゆう

ちゃん
令和元年6月3日生

悠は家族の宝物☆元気
にすくすく育ってね！

未来へはばたけ

広報かすかべ「未来へはばたけ かすかべっこ」のコーナーでは、5歳
未満（申し込み時）のお子さんの写真と、お子さんへのメッセージを掲
載しています。掲載を希望する人は直接、または電話で市役所3階シティ
セールス広報課（内線2177）へ連絡してください。詳しくは市WEBWEBWEBWEBで

写真を載せませんか

千
ち だ

田 柚
ゆづき

月ちゃん
令和元年7月27日生

家族みんなゆづちゃん
のことが大好きだよ☆

會
あいだ

田 夏
かれ ん

蓮ちゃん
令和2年6月17日生

笑顔が素敵なわが家の
アイドル
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