
11月・12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…11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
「ピョンピョンうさぎ」を作ろう

11/6㈯
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

みんなでつくろう工作教室
「ふしぎなメガネ」を作ろう

11/13㈯
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

県民の日スペシャルイベント
「Nゲージ・プラレール」で遊ぼう

11/14㈰
①10:00～11:45
②13:00～14:45

高校生以下
当日直接、同センターへ

おもしろ彩
サイ
エンス

①お金が消える貯金箱を作ろう
② スペクトロスコープや偏光板を使ってマ
ジックウォールを作ろう

11/21㈰
①10:30～12:00
②13:30～15:00

5歳児以上（未就学児は保護者同伴）　各15人（申し込み順
①・②のどちらか選択）
11/1㈪から直接、または電話で同センターへ

埼玉県150周年記念コンサート
フルートとキーボードによる「エンゼルファミ
リーコンサート」

11/23㈷
①10:30～
②13:30～

高校生以下
当日直接、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…11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ぼう
11/1・8・15・22・29
（全て㈪）
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

わくわく理科教室
ガリガリプロペラを作ろう

11/6㈯
13:30～15:00

小学生（1・2年生は保護者見学可）　10人（申し込み順）
持ち帰り袋 
直接、または電話で同センターへ

おもしろ彩
サイ
エンス①

マジックウォールを作ろう
11/13㈯
13:30～15:00

小学生　14人（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

パターゴルフ
カップイン目指して、楽しく遊ぼう

11/13・27（全て㈯）
13:30～15:00

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

おもしろ彩
サイ
エンス②

お金が消える貯金箱を作ろう
11/23㈷
13:30～15:00

小学生　14人（申し込み順）
直接、または電話で同センターへ

庄和児童センター スマイルしょうわ　金崎839-1　☎718-0300
休館…11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
アイスクリームけん玉工作
紙コップで、とてもかんたんに作れるアイス
クリームけん玉を作ろう

11/7㈰
①10:00～11:15
②13:00～14:15

小学生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

防災教室「災害伝言ダイヤル171」
声で残す伝言ダイヤルを体験しよう

11/14㈰
10:30～11:30

高校生以下（未就学児は保護者同伴）
当日直接、同センターへ

パステルシャインアート
クリスマスの絵を描こう♪ 型紙を使うので
簡単に描けます。色の世界を楽しもう

11/20㈯
10:30～11:40

小学生以上　8人（申し込み順）
お手拭きタオル、水筒
11/3㈷から直接、または電話で同センターへ

ママのリラックスタイム
お好みのアロマオイルでセルフハンドマッ
サージをしてリラックスしませんか？

11/28㈰
10:30～11:30

未就学児の保護者　6人（申し込み順）（託児はありません）
フェイスタオル
11/9㈫から直接、または電話で同センターへ

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
みてもらおう

12/4㈯
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

　いじめは重大な人権侵害であり、決して許されることではありません。県では、
11月を「いじめ撲滅強調月間」と定め、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。
　いじめを受けていたり、いじめに気が付いたりしたら一人で悩まず相談・通報してください。
【相談窓口など】
○よい子の電話教育相談（埼玉県立総合教育センター）（毎日24時間）
　・18歳以下の子ども用（無料） ☎#7

なやみゼロぜロ
300または☎0120-8

ハロー
6-3
さいのくに
192　・保護者用 ☎048-5

こころ
56-0

おはなし
874

　・メール相談 soudan@spec.ed.jp　・ファックス相談 0120-8
は い
1-3
さいのくに
192

　※メール、ファックス相談の受信確認および返信は、平日9:00～17:00に行っています
○いじめ通報窓口（埼玉県教育委員会）
　小・中・高校生の「いじめ」に関する通報
　https://www.pref.saitama.lg.jp/f2209/ijime-soudan-form.html
　※ この窓口は「いじめ」についての情報提供を受けることが目的であり、相談に対する返信は行いません
　※ 通報された情報は学校に提供します。学校はあなたが
　　送信したことが分からないように調査・対応します

　春日部第1児童センター「エンゼル・ドーム」では、
「楽しくおしゃべりして過ごせたらいいな」「他のパ
パやママは、こんなときどうしてるの」など、日常の
何気ない会話から疑問まで、気軽に話せるオンライ
ンルームを定期的に開催しています。おしゃべりだ
けでなく、手遊びなどで、子どもとも楽しく触れ合
いながら、スタッフと一緒に楽しいひとときを過ごし
ましょう！
　参加に当たっては、各自、パソコンやスマートフォ
ン、タブレットを用意してください。開
催日などの詳しい内容は、同センター
WEBWEBWEBWEBをご覧ください。

子育てピックアップ①
エンゼル・ドーム
「エンゼルW

ウ ェ ブ

ebママ会」
11月は「いじめ撲滅強調月間」
子育てピックアップ②

問い合わせ／こども政策課（内線2573）

問い合わせ／こども政策課（内線2572）

ママ会」

いじめ通報窓口　
2次元コード▶ 

外国人の人権を尊重しよう　（人権標語）

埼玉県いじめ通報窓口 検索

「携帯版 子育て情報ページ」の運営は令和4年
1/31㈰をもって終了します

11月を「いじめ撲滅強調月間」と定め、いじめ問題の根絶に集中的に取り組んでいます。
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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
おいでおいであかちゃん、せいさ
くのひろば、おそびのひろば、え
いごであそぼう

庄和子育て支援センター
（☎747-2321）

㈪～㈯
8:30～17:15

さくらんぼ
七五三あめの袋製作、お誕生日
会、読み聞かせ

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
園庭開放、個別育児相談、親子講
座（ベビーマッサージ、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）

㈪㈬（3を除く）㈮、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
親子たいそう、お楽しみ週、
読み聞かせなど

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）㈫（23を除く）㈭
（25を除く）・13㈯

い・つ・も　ゆめ色
教材費など自己負担あり
（100円～200円）

ゆっく武里
（☎734-1098（団体代表者））
※11/11㈭は武里南地区公民館

㈪㈫（23を除く）㈮（12を除く）・
11㈭※・24㈬・27㈯
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
11/13㈯親子で遊ぼう（木の実
を使って遊ぼう）

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）
㈫（23を除く）㈬㈮
10:00～15:00

地域子育て支援拠点施設

幼保連携型認定こども園武里幼稚園（認定こども園） 所在地：大枝89-2-2　☎735-5002

　本園は、昭和41年に創立し、地域のニーズ、要請を受け平成31年に幼保連携型認定こども園に移
行しました。
　幼児教育学や発達心理学において、乳幼児期の「遊び」は非常に大切な活動です。本園でも、オープ
ンな保育室やたくさんの大型遊具などの環境とともに、子ども主体の遊び、活動を行い、「ごっこ遊び」の
展開方法にもこだわり、工夫して取り組んでいます。子どもにとって「楽しくて楽しくて」のこど
も園であり続けたいと考えています。
開園日時：㈪～㈮　7:30～19:00、㈯　7:30～14:00　対象：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11月 12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） 25㈭ 16㈭

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） 2㈫ 7㈫

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） 4㈭ 2㈭ 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）　※12月のみ20組 18㈭ 16㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 10㈬ 8㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 17㈬ 15㈬

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） 11㈭ 16㈭

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

17㈬ 15㈬

なりたいね　人の気持ちが　わかる人　（青少年健全育成標語）

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・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

問い合わせ／こども相談課（内線2769）

　免疫力を高めるためには、規則正しい生
活やバランスの良い食事を心掛けることな
どが大切ですが、実は「笑い」でも免疫力
アップが期待できます。
　「笑い」は、体に悪影響を及ぼす物質を退治してくれるナチュラ
ルキラー細胞（NK細胞）の働きを活発にしてくれます。
　さらに、「笑い」には、血行を良くしたり、自律神経のバランスを
整えたり、筋力がアップしたりとさまざまな良い効果があります。
　また、良い気分や優しさ、やる気などを応援してくれる効果が
あり、笑う気分になれないときは、口角を上げるだけでも、同じ
効果があるといわれています。
　子育ては、大変なこともたくさんあると思いますが、「笑い」を取
り入れながら、心身の健康を保っていきましょう。

笑顔で免疫力アップ

子育て アドバイスワンポイ
ント
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