
12月・1月の予定

　ふじ学園は、令和3年4月から複
合型子育て支援施設（パレットやぎさ
き）に移転し、八木崎保育所との一
体的な運営によるインクルーシブ保育
（※）に取り組んでいます。
　ふじ学園では、3歳以上の未就学
児で心身の発達に遅れのある子ども
を受け入れています。専門性の高い
療育を行う設備を有し、日常生活の
基本的動作の指導や集団生活への
適応訓練などを行っています。
　通園希望者は、気軽に相談してください。
※ インクルーシブ保育…障害の有無などにかかわらず包括的に保
育すること

「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…12/29㈬～1/3㈪　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
サンタクロースとツリーを作ろう

12/4㈯
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
クリスマスのオーナメントを作ろう

12/11㈯
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

①木登りテントウムシやワンパックンをつくろう
②偏光万華鏡をつくろう

12/12㈰
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）
12/1㈬から直接、または電話で同センターへ

エンゼルクリスマスコンサート
アンサンブルさくらによる「クリスマスコン
サート」

12/19㈰
14:00～

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

エンゼルクリスマススペシャルイベント
①②オーナメント探し
③パネルシアター

12/19㈰
①10:00～11:45
②③15:30～16:30

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

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…12/29㈬～1/3㈪　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
いちごえん♥みんなであそぼう♥
親子で楽しく遊ぼう

12/6㈪
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

ママといっしょに★ヒップホップダンス
親子で遊びながらダンスを楽しもう

12/16㈭
11:00～11:30 

1歳6カ月以上の未就学児とその保護者　7組（申し込み順）
電話で同センターヘ

キッズクリスマス会
みんなで楽しいクリスマス会をしましょう

12/24㈮
①10:30～11:00
②11:15～11:45

未就学児とその保護者　各15組（申し込み順・1組につき保
護者は1人まで）
電話で同センターヘ

オープン工房
絵馬を作ろう

12/25㈯
①10:15～11:30
②13:15～14:30

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付けよう

12/26㈰
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…12/18㈯　10:00～13:00、12/29㈬～1/3㈪　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
初めてでも先生が優しく教えてくれます。参
加してみよう

12/11㈯
10:00～12:00　

小学生以上
当日直接、同センターへ

おしゃべりカフェ
学校のこと、友だちのこと…誰かに話したいけ
どどこに？スマイルしょうわに話に来ませんか

12/17㈮
10:00～12:00

中学生以上
当日直接、同センターへ

クリスマス工作
好きな色で模様を描いてキラキラ光る「ひか
りのはこ」を作ろう

12/19㈰
10:30～11:45

5歳児（年長）以上（未就学児は保護者同伴）　10人（申し込み順）
お手拭きタオル・水筒
12/7㈫から直接、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

12/21㈫
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
12/9㈭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

1/8㈯
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

　未成年者の飲酒や喫煙は、体への影響が強く、
成長・発育を妨げることへとつながります。
　そのため、関係団体と市が連携し、未成年者の飲酒・喫煙防止の啓発として、未
成年者飲酒防止・喫煙防止キャンペーンを実施しており、今年で19回目を迎えます。
　例年は、11月に市内駅頭で、市内高校の生徒の協力を得て、未成年者の飲酒
防止および喫煙防止の呼び掛けを行っていますが、今年度は、新型コロナウイルス
感染防止のため、直接、高校にチラシと啓発品を届け、飲酒・喫煙防止の啓発を
行います。
　今後も、未成年者の飲酒防止および喫煙防止への啓発に努めていきます。
主催:  春日部小売酒販組合・かすかべ酒販組合・庄和酒販組合・春日部たばこ商業

協同組合・春日部たばこ小売人会
後援・支援:市・教育委員会・春日部警察署・春日部税務署 など

子育てピックアップ①
未成年者飲酒防止・
喫煙防止キャンペーン

児童発達支援センターふじ学園
子育てピックアップ②

問い合わせ／春日部市立ふじ学園（☎ 754-4017）

問い合わせ／春日部市保健センター（☎ 736-6778）

ペットボトルは　キャップをはずし　ラベルをはがして　水ですすいで　リサイクル

「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
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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、あそびのひろば、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
クリスマス制作、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
園庭開放、親子講座（ベビーマッ
サージ&ヨガ・わらべうた遊び 他）

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）

㈪㈬㈮（27㈪・29㈬・31㈮を除
く）・25㈯
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））

㈪㈫㈭（28㈫・30㈭を除く）・
11㈯
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）

ゆっく武里
（☎734-1098（団体代表者））
※12/9㈭は武里南地区公民館

㈪㈫㈮（27㈪・28㈫・31㈮を除
く）・4㈯・9㈭※・18㈯
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、
おりがみくらぶ、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
12/13㈪講習
（音楽を体で表現しましょう）

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）
㈫㈬㈮（29㈬・31㈮を除く）
10:00~15:00

地域子育て支援拠点施設

ぬくもりのおうち保育春日部園（小規模保育） 所在地：粕壁東2-1-39　☎884-9144

　ぬくもりのおうち保育春日部園は平成30年4月に開園し、「ぬくもりのおうち」という名前のように家庭
的でアットホームな保育園です。
　少人数保育の良さを生かし、一人一人に寄り添い、子どもたちの気持ちを大切にした保育を心掛けて
います。天気が良い日は、お散歩や公園に出掛け自然に触れ合い、元気いっぱい体を動かし遊んでいます。
　また、当園では手ぶら登園サービスを導入しており、おむつ、お尻拭き、お口拭きは、登
園時に持ってくる必要はありません。
開園日時：㈪～㈯　7:30～19:30　対象：満6カ月～2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12月 令和4年1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） 16㈭ 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） 7㈫ 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） 2㈭ 6㈭ 10:00～

12:00

親子の広場

豊春地区公民館（☎754-0942）
12月は20組、令和4年1月は10組（申し込み順）16㈭ 20㈭

10:00～
11:30

豊春第二公民館（☎754-2100）
8組（申し込み順） 8㈬ 12㈬

子育てサロン 幸松地区公民館（☎752-6065）
10組（申し込み順） 15㈬ 19㈬

子育て
ふれあいサロン

豊野地区公民館（☎735-0009）
12月は10組、令和4年1月は5組（申し込み順）16㈭ 20㈭

武里南地区公民館
〔武里大枝公民館（☎737-8022）〕
20組（申し込み順）

15㈬ 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:令和4年1/13㈭まで

なし 20㈭

絶対に　しないさせない　いじめと差別　（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　※1
（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　※1 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　※2
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）　※2
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

橋
はしもと

本 結
ゆ あ

愛ちゃん
令和2年10月29日生

結愛ちゃんの成長をずっ
と見守ってるよ。

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

猿
さるた

田 崇
たか し

士ちゃん
平成28年11月14日生

生まれてきてくれてあり
がとう☆スマイル^Ｖ^

斉
さいとう

藤 侑
ゆ さ

冴ちゃん
令和元年12月27日生

笑顔が素
すてき
敵な思いやり

のある子になってね♪

※1　 12/25㈯の庄和図書館開催分は、クリスマスおはなし会開催のため中止
※2　12/16㈭は臨時休館のため中止
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