
子育て世代包括支援センター 開館時間 9：00〜17：00

※要予約の申込みは1月7日（月）9：00から

Smile-mam-mam
日1月19日（土）10：30〜11：30
内35〜40歳代で出産・子育て中のママお

しゃべりしませんか?

タッチケア講座� 予

日1月21日（月）10：30〜11：15
対概ね2か月〜歩行前までのお子さん
内五感の発達とインターネットについて

P-ナッツ�
（多胎児親子と多胎児妊婦さん集まれ）
日1月25日（金）11：00〜12：00

福が来るよ�!�白子ばやしを楽しもう
日2月2日（土）11：00〜11：30

休所日／日曜・祝日 ☎464-0194
北子育て世代包括支援センター

休所日／日曜・祝日 ☎450-4642
南子育て世代包括支援センター

※要予約の申込みは1月4日（金）9：00から

みんなのひろば（10：30から）
日 0歳児／9日・16日・23日・30日（各水曜日） 

1歳児／8日・22日（各火曜日） 
2歳児／15日・29日（各火曜日）

※詳細や当日の予定はHPや通信でご確認
ください。

赤ちゃん＆家族で楽しく�
コミュニケーションヨガ� 予

日1月26日（土）10：30〜12：00
対市内在住・生後3〜7か月のご家族
定20組　内家族ヨガ、おしゃべりタイム

子育てについて臨床心理士とお話しよう�予
日2月16日（土）10：00〜12：00
対満1歳〜未就園児の保護者
定20名（初めての人優先）
保10名（満1歳以上）

休所日／日曜・祝日 ☎466-2658

北第二（旧北第三）
子育て世代包括支援センター

（もくれんハウス）

第1子2～3歳の子育てトーク
日1月8日（火）11：00〜12：00
内臨床心理士とグループトーク 申受付中

ふたごちゃんみつごちゃん集まれ　
日1月9日（水）9：30〜12：00　申受付中

外国人おやこのつどい　当日受付
日1月10日（木）11：00〜12：00
内外国人も日本人も参加できます

離乳食・幼児食Q&A講座� 予

日1月24日（木）10：00〜11：00
講太田百合子（管理栄養士）
申1月4日（金）から

休所日／日曜・祝日 ☎460-1916
本町子育て世代包括支援センター

※要予約の申込みは1月7日（月）から。 
各講座の初回1週間前まで。

キッズイングリッシュ� 予

日1月7日・21日・28日の各月曜日 
15：00〜16：00

対3〜5歳　定各8組
費3,500円（全3回分）

ひなまつりのモビールづくり� 予

日1月24日（木）13：00〜14：30
対大人　定8組　費1,000円

アロマベビービクス� 予

日1月24日・31日の各木曜日 
15：15〜16：15

対首が据わった頃〜ハイハイ前の赤ちゃん
定各8組　費2,500円（全2回分）

すくすくアワー（身長・体重測定）� 予
日1月29日（火）（二部入替制）
　①10：00〜10：30 ②10：50〜11：20

児童センター・児童 館 開館時間 9：30〜17：00
休館日／火曜・第3日曜・年末年始

※受付は10分前から

もちつき大会
日1月12日（土）10：30から
対どなたでも　定先着250名
申10：15から整理券配布
※お1人1回まで、なくなり次第終了です。

ハワイアンリトミック� 予

日1月18日（金）10：00から
対首が据わった0歳から2歳11か月まで
定15組程度　費1回1組1,000円
申1月7日（月）9：30から

ニューイヤーコンサート
日1月26日（土）10：30から（開場10：15）
場体育遊戯室　対どなたでも
内楽しい演奏会
協和光国際高校吹奏楽部
共広沢学童クラブ
※ 混雑状況により入場制限することがあ

ります。

☎465-2525
総合児童センター

工作教室� 予

日1月5日（土） 10：30から/14：00から
対年中〜小学生　定各8名
内凧をつくろう　申受付中

ちびっこサークル� 予

日1月21日（月）10：30から
対市内通年サークル以外の1〜3歳児親子
定15組　内節分ごっこ
申1月7日（月）から

プレミアム移動児童館� 予

日1月25日（金）10：30から
対子育て中の保護者、地域の人
定10名
内あったかぜんざい作り
持エプロン、三角巾、タオル、飲み物
申1月11日（金）から

☎463-1679
新倉児童館 お正月おりがみ～祝い鶴など～

日1月4（金）〜6（日）終日

お正月かんたんたこづくり
日1月4日（金）終日　定先着20名

大型かるたとり大会
日1月7日（月）10：30から
場アリーナ　対小学生から

みんなで消防訓練
日1月17日（木）15：30〜16：30
内水消火器を使った消火訓練等

ちびっこらんど
日1月23日（水）・24日（木）12：00頃〜14：00
内大型遊具で幼児親子さん遊ぼう!

豆はこびタイムトライアル
日1月30日（水）〜2月3日（日）

未就園児オープンサークル
日2月8日（金）11：00〜11：30

☎464-1515
下新倉児童館

鏡開きのおもちつき
日1月12日（土） 10：00から受付開始
　 10：10から  お餅・豚汁配布
　 　※お餅等はなくなり次第終了 

13：30から 凧作り（定先着30名）
対どなたでも　協地域の人

オープンサークル� 予

日1月25日（金）10：30から
対 市内通年サークルに登録していない0

〜3歳の幼児親子
定15組　内節分　申1月13日（日）から

バレンタイン�チョコづくり� 予

日2月3日（日）13：30から
対小学生（市内在住優先）　定10名
持エプロン、三角巾、タオル、水筒
申1月19日（土）〜28日（月）

☎467-5627
南児童館

わこう版 ネウボラ事業
※ 施設ごとに対象居住地が異なります。詳細は各センターへお問い合わせください。

プレパパママ教室
南子育て世代包括支援センター
問☎450-4642
日2月2日（土）10：00〜15：30　定18組
北子育て世代包括支援センター
問☎464-0194
日3月23日（土）10：00〜15：30　定10組
わこう産前・産後ケアセンタ―
問☎424-7275
日3月16日（土）10：00〜15：30　定6組

【共通事項】
対 第1子出産予定（H31.5.1〜6.30）の妊

婦とその夫
内①妊娠から出産への準備（妊婦体操等） 

②赤ちゃんとの生活（沐浴実習等） 
③和光市の子育て情報

持母子手帳、エプロン（2枚）、昼食、飲み物、
スリッパ

申1月4日（金）から窓口又は電話で

赤ちゃん学級�in�北育て世代包括支
援センター
問☎464-0194
日2月13日（水）・22日（金）13：00〜15：00
対H30.5〜8月生まれの児とその母親 
（第一子優先）

定先着25組 ※定員に満たない場合は第
二子以降の方もご参加いただけます。

内① 病気の予防と手当 
（小児科医・保健師）

　② 赤ちゃんの食事・保育・育児 
（管理栄養士・保育士）

持母子手帳、筆記用具
申1月7日（月）9：00から窓口又は電話で

新米ママ学級
本町子育て世代包括支援センター
問mama-shien@npo-aid.com
日1月22日（火）10：00〜11：30
定抽選15組
申1月13日（日）〜15日（火）までに、お母さ

ん名、赤ちゃん名、誕生日、住所、電話番
号、第何子目かを記入の上メールで

わこう産前・産後ケアセンタ―
問☎424-7275
日1月26日（土）10：00〜11：30
定先着15組
申1月18日（金）9：00から窓口又は電話で

【共通事項】
対 平成30年11月生まれの赤ちゃんとそ

の母親（第1子優先）
内赤ちゃんとの生活、健康チェックのしか

たなど　講助産師
持母子手帳、筆記用具、授乳に必要なも

の、オムツ、バスタオル

わこう産前・産後ケアセンター
問 ☎424-7275 

wakojo.evento@gmail.com
ファミリーベビーダンス
日1月12日（土）11：00〜12：00
対赤ちゃんとパパとママ
定4組　費2,000円（1組）
産後ケア骨盤エクササイズ（子連れOK）
日1月12日（土）13：00〜14：00
対女性（お子様連れ可）
定7名　費1,200円
ママの為の写真講座
日1月19日（土）13：30〜15：00
対ママと2歳までの赤ちゃん　定5組
費2.300円（2人1組）パパは+1.000円
マタニティヨガ
日1月26日（土）13：00〜14：30
対妊娠16週以降　定5名
費1,800円（1回）

【共通事項】 対HPをご確認ください。
申 HP（http：//wako-pwhc.org/）をご確

認の上、メールの件名に希望クラス、本
文に氏名、連絡先を記載してください。

その他 子育て支援事業

広報   2019年1月号8 日 日時 場 場所 対 対象 定 定員 費 費用 内 内容 講 講師 持 持ち物 保 保育 主 主催 共 共催 協 協力 申 申込み 問 問合せ FAX Eメール ホームページ

予マークがあるものは申込みが必要です｡予約マークのないものは、当日直接会場へ。

子育て世代包括支援センター・児童センター行事等のご案内


