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月の保育料納期限
2月
の

子育て支援課
（　581･2121内線201）

問

3 月 2 日㈪
口座振替

2 月 28 日㈮
納 付 書

「ひなまつり」

いずみ保育園子育て支援センターいずみ保育園子育て支援センター

月3日は、女の子の健やかな成長を祈る
ひなまつりです。いずみ保育園子育て支

援センターでは、7段飾りのひな人形を飾り
付けます。親子でひな人形を鑑賞しながら
「ひなまつりの制作」を行い、日本の伝統文
化に触れてみませんか？ 皆さんのお越しをお
待ちしています。

３
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寄 居町子育て支援センター  寄居町子育て支援センター（寄居保育所内、 581・4165） ※日･月曜日、祝日は休みです。

事業名 日　程 時　間 備　考

育児相談
3月5日㈭､12日㈭､
19日㈭､26日㈭､
28日㈯､31日㈫

9：00～16：00 子育てについて、どのようなことでも気軽にご相談ください。
※5日と19日は13：00～16：00

ほかほかクラブ
（0、1 歳） 3月11日㈬ 10：00～11：30

赤ちゃんが喜ぶスキンシップ遊びのほか、3月生まれのお友
達のお誕生会や制作も行います。　 寄居保育所遊戯室　

バスタオル

ほかほかクラブ
（2 歳以上） 3月6日㈮ 10：00～11：30

たくさんのお友達と体を動かして遊ぶほか、3月生まれのお
友達のお誕生会や制作も行います。天気がいい日は戸外遊
びも行います。　 寄居保育所遊戯室

つぼみのつどい
※事前予約制 3月7日㈯ 10：00～11：30 町内在住で、3月中に1歳になるお子さんを対象に、お誕生会を

行います。手形取りや身体測定、手遊びや記念撮影をします。 

あかちゃんサロン 3月13日､27日
（各金曜日） 13:00～15:50 １歳未満のお子さんを対象に、センターを開放します。

給食体験（有料）
※事前予約制 3月13日㈮ 10：00～12：00

町内在住の離乳食が完了したお子さんとその保護者　
4組（申込順）　 親子2人で420円　 2月28日㈮から

子育て支援センターへ。

プレ・新米ママ
ふれあいテラス 3月19日㈭ 10：00～11：00

妊婦さん、新米ママさん、出産や育児についての疑問や悩みを
一緒にお話ししませんか。助産師や保育士が専門的なアドバイ
スをします。　 町内在住の妊婦および第1子（生後6カ月まで）
の保護者　 母子健康手帳、バスタオル 

父親対象講座
「パパ絵本」
※事前予約制

3月14日㈯ 10：00～11：30
パパたちによる絵本の読み聞かせや楽器の生演奏のほか、
バルーンアートを行います。　 就学前のお子さんとその
父親または祖父（母親も可）　 15組　 2月18日㈫から
子育て支援センターへ。

よりっこサロン

3月3日㈫､10日㈫､
17日㈫､18日㈬､
24日㈫､25日㈬､
27日㈮

9：30～11：30

13：00～15：50 
センターを開放します。
3日は身体測定を行います。
27日は午前の部のみとなります。

3月4日㈬､6日㈮､
7日㈯､11日㈬､
14日㈯

13：00～15：50

児 童館  児童館（かわせみ荘2階、 581・3861） ※月曜日､第4金･土曜日は休館です。

事業名 日　程 時　間 備　考
プラネタリウム投影 3月22日㈰ 14：00～15：00 幼児/無料、小･中学生/50円、高校生以上/100円

幼児クラブ
平成27年4月2日～平成29年9月30日
生まれの幼児 

水曜日 10：00～12：00 季節の行事や制作、遊具を使っての遊びなどを行います。途中
入会できます。 

どんぐり会
（就園前の幼児） 火曜日 10：00～11：30 親子遊びや手遊びなどを行う子育てサークル活動です。随時

会員を募集しています。 

子育てサロン 3月5日㈭､12日㈭､
13日㈮

10：00～11：30

13：00～14：00 

 共通 おもちゃ室を開放します。 午前の部 手遊びや読み聞か
せ、身体測定のほか、3月生まれのお子さんに手形入りのお誕
生日カードをプレゼントします。

親子の広場
「親子で楽しむ手形アート」 3月6日㈮ 10：30～11：30 親子で楽しく手形アートを制作しましょう。　 幼児とその保護者　

20組（申込順）　 2月19日㈬から児童館へ｡

寄 居若竹子育て支援センター  寄居のこキッズ保育園（露梨子411-1（寄居若竹幼稚園南）、 581･0885）

事業名 日　程 時　間 備　考

ひろば開放日
（0 歳～就園前の乳幼児） 火～木曜日

①  9：30～11：00
②11：10～12：40
③12：50～14：20

当日9：00までに電話でお申し込みください。

ダイアリー 3月3日㈫ 9：30～11：00 スクラップ②（くれよん、はさみ、のりを使った作品）を制作しま
す。

壁飾り制作 3月5日㈭ 9：30～11：00 壁飾りを制作します。

お誕生会（スペシャルデー） 3月11日㈬ 9：30～11：00 読み聞かせ、体操、身体測定、歌、お誕生会を行います（お誕生日
カードをプレゼント）。

のこのこクラブ
「新年度子育て支援の説明会

＆食育 ･ 給食試食会」
3月10日㈫ 10：30～12：30

（受付 10：15～10：30）

寄居若竹幼稚園体育ホール　 就園前乳幼児とその保護者　
30組　  親子共通  上履き、エプロン、必要に応じて水筒

保護者 バンダナ　子ども スプーン、フォーク、はし　 500円
2月10日㈪から寄居のこキッズ保育園へ。※アレルギーが気に

なる方は事前にお問い合わせください。

い ずみ保育園子育て支援センター  いずみ保育園（保田原147-1、 581･6697）※事前に電話でお申し込みください。

事業名 日　程 時　間 備　考
開放日

（0 歳～就学前の乳幼児） 火～木曜日 8：00～13：00 園庭開放、親子遊び、在園児とのふれあいや制作など。

育児なんでも相談 月～金曜日 9：30～12：00 電話相談可。
身体測定 3月12日㈭ 10：00～11：00 身体測定を行います。手作りアンパンマンカードプレゼント。
お誕生会 3月18日㈬ 10：00～11：00 お誕生日カードプレゼント。

玉 淀園  玉淀園（折原1785-1、 581･0203）※来園での子育て相談は、事前に電話でお申し込みください。

事業名 日　程 時　間 備　考
子育て相談 365日（無休） 8：30～17：30 乳幼児の養育に関する相談を、専門の相談員が対応します。
地域交流事業 3月19日㈭ 10：00～11：30 地域交流室を開放します。

ショートステイ 次子出産、病人の付き添い、保護者の入院等で家庭での養育が困難な場合、0歳～3歳の乳幼児を昼夜通して
お預かりします。　 子育て支援課（ 581･2121内線203）

        ゆ ずの木ひろば
ゆずの木保育園（秋山66、 581・4932）
事業名 日　程 時　間

ひろば開放日
（0 歳～就学前の乳幼児）

月･木曜日
第2･4金曜日
第1･3土曜日 

9：00～14：00

給食体験 9：30～11：00
（要予約）

あかちゃんひろば 月曜日 9：00～11：00

ゆずっこひろば 木曜日 9：00～11：00

子育て相談 金曜日 9：30～14：00
（電話相談可） 

こ ぶし保育園子育て支援センター
こぶし保育園（藤田235、 581・3612）
事業名 日　程 時　間

遊ぼう会 火～木曜日 9：00～14：00

子育て相談 月～金曜日 9：00～15：00
（電話相談可） 

絵本読み聞かせ 第2･4火曜日 10：00～11：00

手形制作 3月18日㈬ 10:00～11:00
（要予約）

栄養指導 ･ 給食試食会 3月25日㈬ 10：00～12：00
（要予約）

今月の


