
7月・8月の予定

「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…7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
ピョンピョンカエルを作って遊ぼう！

7/3㈯
10:30～11:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）　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

ポンポン蒸気船を作ろう！
7/4㈰
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）
7/1から直接、または電話で同センターへ

みんなでつくろう工作教室
風鈴を作って夏を感じよう！

7/10㈯
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

おとうさんといっしょ
水鉄砲で遊ぼう！

7/25㈰
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（先着順）　 タオル、着がえ
当日直接、同センターへ

いご・しょうぎ
囲碁・将棋を楽しもう！

8/7㈯
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…7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  
AFÉ

スマートボールなどで遊びましょう！
7月の毎週㈪
15:30～17:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴） 
当日直接、同センターへ

いちごえん（製作）
フルーツうちわを作りましょう！

7/13㈫
①10:15～10:45
②11:00～11:30

1歳以上の未就学児とその保護者　各7組（申し込み順）
直接、または電話で同センターヘ

いちごえん♥みんなであそぼう♥
親子で楽しく遊びましょう！

7/16㈮
11:30～12:00

1歳以上の未就学児とその保護者　6組（先着順）
当日直接、同センターヘ

グーかす 涼み会
①講談師による怪談話
②射的・駄菓子

①7/24㈯
10:30～11:30、
13:30～14:30
②7/25㈰
10:00～12:00、
13:00～15:00

①小学生以上（保護者1人まで同伴可能）　各30人（申し込み順）
②高校生以下（未就学児は保護者同伴）　各50人（先着順）
①直接、または電話で同センターへ　②当日直接、同センターヘ

オープン工房
スライムを作りましょう！

7/31㈯
①10:30～11:45
②13:30～14:45

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

庄和児童センター スマイルしょうわ　金崎839-1　☎718-0300
休館…7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
囲碁・将棋教室
初めてでも優しく教えてくれます

7/10㈯・24㈯
10:00～12:00

小学生以上
当日直接、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♪

7/20㈫
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
7/5㈪から直接、または電話で同センターへ

夏休み工作
紙ねんどで貯金箱を作ろう！好きな形
にペタペタ貼って、色も付けるよ！

7/27㈫・8/3㈫
（全2回）
10:00～11:30

小学生以上（両日参加できる人）　10人（申し込み順）
お手拭きタオル・水筒
7/7㈬から直接、または同センターへ

スマイル縁日
ヨーヨー釣りやおめん作りをして、縁日
の気分を楽しもう！

7/31㈯
①10:00～11:45
②13:00～14:45

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

おもちゃ病院
こわれたおもちゃを、おもちゃ病院の先
生にみてもらいましょう！

8/7㈯
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

　保育施設内での地域交流
会は中止していますが、子育てに関する助言・
指導を行う子育て電話相談は実施しています。
詳しくは、各保育所へお問い合わせください。

地域交流会

　「親子スポーツ教室」は、親子で
スポーツを楽しみながら、健康維持
と体力づくりを図ることを目的として
います。スポーツ推進委員を講師に
招き、音楽に合わせて踊るリズム体
操など、体を動かすことを通して、親子のコミュニケーションを深め
ることができる教室です。
日時:8/28、9/4・11・18・25（全て㈯）　10:00～12:00（全5回）
場所:市民体育館
対象:市内在住の3歳以上の未就学児と保護者　20組（申し込み順）
費用:1組 500円
持ち物:運動のできる服装、体育館履き、タオル、飲み物
申し込み:7/29㈭9:00から電話で同課へ

　「ひとり親家庭のサポートガイド」は、ひとり親家庭の子育てや生活に関するサー
ビス支援制度の概要や相談窓口などをまとめたガイドブックです。
　ガイドブックは、下記で配布しています。また、
市公式ホームページにも載せています。現在、
ひとり親家庭として生活している人、ひとり親家
庭になることを考えている人は、不安や負担を
軽減する一助として、ぜひ活用してください。
≪配布場所≫
・市役所1階 こども政策課
・庄和総合支所2階 総務担当
・春日部市社会福祉協議会
・ 埼玉県東部中央福祉事務所（東部中央母子・
父子福祉センター）地域福祉担当

子育てピックアップ①
ひとり親家庭のサポートガイド 親子スポーツ教室

子育てピックアップ②

問い合わせ／スポーツ推進課（内線4858）問い合わせ／こども政策課（内線2572）

▲ リズム体操をする親子

ひとり親家庭の　
サポートガイド　
2次元コード▶ 

春日部なう インターネットで「春日部なう」と検索するか右記スマートフォン用2次元コードから、市民課や国民健康保険課の混雑状況がリアルタイムで
確認できます。休日開庁時の混雑状況も確認できますので、来庁時の参考にしてください。
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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です（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
七夕製作、読み聞かせ、お誕生日会

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、個別育児相談、
親子講座（ベビーマッサージ＆ヨ
ガ、リトミック）

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））

㈪㈫㈭（22㈷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））
※ 7/10㈯・17㈯は武里大枝公民館

㈯※・6㈫・7㈬・9㈮・14㈬・
20㈫・29㈭
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
7/17㈯染め物遊びをしましょう

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

内牧幼稚園（認定こども園） 所在地：栄町3-248（☎761-6715）

　昭和57年創立の内牧幼稚園は、平成31年4月に認定こども園となり、0歳～5歳の
子どもたちが過ごしています。
　季節に合わせた行事はもちろんのこと、年長児が考案･制作し、小さいクラスの子どもた
ちを招待してゲーム大会を開いたり、他学年と給食交流をするなど、思いやる気持ちを育
てています。また、スイミングを通して元気な体作りを目指しています。
開所日時：㈪～㈮　7:00～19:00、㈯　7:30～14:30
対象：0歳児（満6カ月）～5歳児

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7月 8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） 29㈭ 26㈭

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㈫ 3㈫

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 5㈭ 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㈭ 19㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 14㈬ 11㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 21㈬ 18㈬

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㈭ 19㈭

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㈬ 18㈬

子育てサロン
「親子のひろば」

正風館（☎746-6666）
15人（申し込み順）　
申込期間:7/4㈰まで

15㈭ なし

7月は「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です

問い合わせ／こども相談課（内線2770）

　子どもは大人に比べると、体温調節機能が未発達なため、室
温の調節が必要です。暑い日は、上手にエアコンを使って室温を
調節しましょう。子どもの頭や背中が熱くなっていたり、汗をかい
たりしていたら暑いと感じているサインです。
〇エアコンを使う際のポイント
・室温の目安は26～28度です
・ 直接、風が当たると体が冷えすぎて
しまうので風向きを調整しましょう
・ 夜、寝ている間に体が冷えすぎると、
風邪の原因になります。つけたまま
にする場合は、自動温度調節機能を
使い、適温を維持しましょう。深い眠りにつく3～4時間後にエ
アコンが切れるよう、タイマーを設定してもよいです
・ 外出先の室内では冷房が強く効いている場所もあります。外出
の際は、羽織れる服や肌掛けなどを必ず持っていきましょう

エアコンを上手に使いましょう

子育て アドバイスワンポイ
ント

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

※ 7/24㈯～8/28㈯は、「夏休み親子おはなし会」として保護者も参加できます。ただし、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のための定員制限により、子どもの参加を優先する場合があります。

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
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