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※深谷市総合健診センター（深谷市常盤町62-2、☎573・7723）内にあります。休日急患の診療
診療所名 診療日 診療時間 診療科目

休日急患診療所

こども夜間診療所

高橋眼科医院
花園耳鼻咽喉科医院

6月  7日㈰
6月21日㈰

☎571・0318
☎584・6512

日曜日、祝日、年末年始

土・日曜日、祝日、年末年始

内科・小児科

小児科・内科（子どものみ）

  9：00～12：00（受付  9：00～11：30）
14：00～17：00（受付14：00～16：30）
19：00～22：00（受付19：00～21：30）

※変更になる場合がありますので、受診される場合は事前に電話でご確認ください。眼科・耳鼻咽喉科の休日診療医院
診療医院名 診療日 問い合わせ

問い合わせ／寄居町子育て支援センター（寄居保育所内、☎581・4165）へ。
※支援センターは、日曜、月曜、祝日が休みです。

問い合わせ／児童館（かわせみ荘2階、☎581・3861）へ。
※児童館は毎週月曜日、第4金・土曜日が休みです。

寄居町子育て支援センター事業

児童館事業

育児相談

ほかほかクラブ
（0、1歳）

ほかほかクラブ
（2歳以上）

つぼみのつどい
※事前に予約が必要です。

給食体験（有料）
※事前に予約が必要です。

よりっこサロン

よりっこサロン
｢玉淀園との交流会｣
※事前に予約が必要です。
あかちゃんサロン
親子ふれあい広場

事業名

毎週木曜日

7月8日㈬、
15日㈬、22日㈬

7月10日㈮、
17日㈮、24日㈮

7月18日㈯

7月31日㈮

7月3日㈮
7月4日㈯、8日㈬、10日㈮、15日㈬、
18日㈯、22日㈬、24日㈮、25日㈯
7月7日㈫、11日㈯、14日㈫、
21日㈫、28日㈫、29日㈬

7月4日㈯

7月3日㈮、17日㈮
7月25日㈯

月日（曜日） 時　間

  9：00～16：00

10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～12：00

  9：30～11：30

13：00～15：50

10：00～11：30

13：00～15：50
10：00～11：30

子育て支援
センター
寄居保育所遊戯室

寄居保育所
遊戯室

子育て支援
センター

子育て支援
センター

子育て支援
センター

玉淀園地域
交流スペース

子育て支援センター
寄居保育所遊戯室

場　所 備　考
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｡
赤ちゃんが喜ぶスキンシップ遊びなどを行います｡
天気のよい日は水遊びも行います｡22日㈬は7月
生まれのお友達の誕生会も行います｡
広い室内でたくさんの友達と体を動かして遊びます｡
天気のよい日は水遊びも行います｡24日㈮は7月生
まれのお友達の誕生会も行います｡
町内に在住の7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｡手形とりや身体計測､手
遊び､記念撮影をします｡
町内に在住の離乳が完了した親子4組､親子2人で
400円。7月1日㈬午前9時30分から､子育て支援セン
ターへお申し込みください｡定員になり次第締め切ります｡

センターを開放します｡7月7日㈫は､身体計測も行な
います｡7月11日㈯の午前は水遊びを行います｡

（天候の理由等により､中止となる場合があります｡）

玉淀園でよりっこサロンを行います｡玉淀園のお友達と一緒に体操をしたり､動物
になりきってリズム遊び等をしましょう｡対象は、1歳~就学前の子どもとその保護
者15組｡6月9日㈫~7月3日㈮までに子育て支援センターにお申し込みください｡
1歳未満のお子さんを対象に､センターを開放します｡
水遊びを予定しています｡

プラネタリウム投影
幼児クラブ（平成23年4月2日～
平成25年4月1日生まれの幼児）

どんぐり会（就園前の幼児）

子育てサロン

夏休み絵画･ポスター宿題
応援教室

事業名
7月26日㈰

毎週水曜日

毎週火曜日

毎週木曜日
第1～第3
金曜日

8月1日㈯、
2日㈰

月日（曜日） 時　間
14：00～15：00

10：00～12：00

10：00～11：30

10：00～11：30

  9：00～12：00

場　所
児童館

児童館

児童館

児童館

児童館
工作室

備　考
幼児／無料、小・中学生／50円　高校生以上／100円
季節の行事や製作、遊具を使っての遊びなどを行います。
途中入会できます。
親子遊びや手遊びなどを行う子育てサークル活動です。
随時会員募集しています。
おもちゃ室を開放します。手遊びや読み聞かせ等も行いま
す。2日㈭･3日㈮は7月生まれのお子さんを対象に手形入
りのお誕生カードをプレゼントします｡
小学生50人（各曜日25人※定員になり次第しめきります｡） 費用／無料
書き方のポイントを学びながら､夏休みの絵画･ポスター作品の制作を
します｡7月12日㈰から児童館へ電話､または直接お申し込みください｡

子育てサロン７月の

※床に座りますので、
バスタオルをご持参
ください。

午前の部    9：30～11：30
午後の部  13：00～15：50

相談名 相談日 相談時間 内　容 電話番号

月～土曜日

日曜日、祝日、
年末年始

毎日

19：00～翌朝7：00

  7：00～翌朝7：00

  18：30～22：30

救急電話相談

小児救急
電話相談

（＃8000）

大人の救急
電話相談

（＃7000）

子どもの急病（発熱、下痢、嘔吐など）時の家
庭での対処方法や受診の必要性について、
看護師の相談員が電話で相談に応じます。

 
夜間の急な病気やけがについて、看護師の相
談員が電話で相談に応じます。

＃8000
☎048・833・7911（ダイヤル回線、ＩＰ電話、
ひかり電話を利用の場合）
 
＃7000（携帯電話、NTTプッシュ回線、ひか
り電話を利用の場合）
☎048・824・4199（ダイヤル回線、IP電話、
PHSを利用の場合）

開放日

毎週
火・水・
木曜日

0歳～就園前
乳幼児とその
保護者

対　象 内　容
毎週水曜日は、絵本の読み聞かせ（大型絵本・紙芝居）とお遊
戯を行います。7月2日㈭9：30～11：00水遊びグッズ制作、7月
21日㈫9：30～11：00ダイアリー・｢くれよんあそび｣、7月29日㈬
9：30～11：00お誕生会（おもちゃのケーキを使用・お誕生日
カードプレゼント・のこちゃんの背景の前で写真が撮れます）。

申し込み
参加する時間帯を選び電話でお申し込みください。（当日9：00
まで）A9：30～11：00B11：10～12：40C12：50～14：20※
各時間帯の前後10分は受付・準備・後片付けとなります。※前
月の20日（土・日曜日、祝日は除く）より翌月1カ月分の予約を受
付します。※毎月第一水曜日に身体測定を行います（7月1日）｡

ひろば開放日

開催日

7月3日㈮

場　所
寄居若竹のこ
ファーム（雨天：寄居
若竹体育ホール）

時　間

10：30～12：00
（受付10：15～）

対　象

就園前乳幼児
とその保護者

定　員

60組

持ち物
汚れてもよい服装･帽子･長靴･シャベル･軍
手など
必要に応じて･水筒･汗ふきタオルなど

のこのこクラブ「じゃがいも堀り｣を開催します

問い合わせ／いずみ保育園（大字保田原147、☎581・6697）へ。
※受付、申し込みは、いずみ保育園にお申し込みください。

いずみ保育園子育て支援センター

問い合わせ／こぶし保育園（大字藤田236-1、☎581・3612）へ。
※事業ごとに事前に電話でお申し込みください。

こぶし保育園子育て支援センター

問い合わせ／ゆずの木保育園（大字秋山66、☎581・4932）へ。
ゆずの木保育園子育て支援センター

開放日

毎週
火～木曜日

対　象

0歳～就園前
乳幼児の親子

時　間

8：00～13：00

活　動
園庭開放と室内遊び、親同士の
交流、在園児とのふれあい、行事
に合わせての制作ほか

事業名 曜　日 時　間

事業名
  ひろば開放日
  （0歳～就学前の乳幼児）

日　時
毎週月・木曜日　
第2・4金曜日  第1・3土曜日

時　間

9：00～14：00

  あかちゃんひろば

  ゆずっこひろば

  給食体験  

  子育て相談

毎週月曜日

毎週木曜日

7月18日㈯

毎週金曜日

9：00～11：00

9：00～11：00

9：00～11：00（要予約）

9：30～14：00（電話も可）

育児何でも相談 日時／月～金曜日 （9：00～12：00）

問い合わせ／寄居のこキッズ保育園（大字露梨子411-1（若竹幼稚園南）、☎581・0885）へ。
※詳しくはホームページ（県北若竹学園http://www.wakatakegakuen.com/
　携帯サイトhttp://www.wakatakegakuen.com/i/）をご覧ください。

寄居若竹子育て
　　　支援センター

備　考

6月10日㈬から受付
を開始します。

子育て談話室
遊ぼう会
子育て相談

毎週月・木曜日
毎週木曜日
随時

10：00～11：30
  9：30～11：00
10：00～14：00（電話も可）

いずみ子育て支援センターの

大型絵本

　いずみ子育て支援センターでは、
お家でママと遊んでいるような雰囲
気作りを心がけています。おもちゃ、
ミニすべり台、ブロック、本など色々
興味を持ったもので遊びます。６月
はお部屋で過ごす時間が多くなる
時季です。お家ではなかなか味わえ
ない、大型絵本を楽しみたいと思っ
ております。こども達はキラキラと目
を輝かせて、大型絵本に見入ってく
れると思いますので、是非遊びに来
てください。
　お待ちしています！


