
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

※リトミック、天体観望会は申込受付中

ハワイアンリトミック� 予

日3月8日（金）10：00から　定15組程度

冬の天体観望会� 予

日3月9日（土）18：00から　定40名

書道教室� 予

日毎月第3土曜日 10：00から
対市内在住の新小学4年生以上
定20名 ※申込み多数の場合抽選
申3月1日（金）〜8日（金）まで

フットサルスクール� 予

日3月23日（土）13：30から　定20名
※詳細はお問い合わせください。

春休みお楽しみ会『移動動物園』
日3月28日（木）
　①10：00〜11：30 ②13：30〜15：00
※混雑のため途中で受付終了の場合あり。

☎465-2525
総合児童センター

ママの井戸端会議� 予

日3月11日（月）10：30から
対子育て中の保護者　定10名
内さくらもちづくり　講地域の方
持エプロン、三角巾、タオル、飲み物
申受付中

幼児スペシャル
日3月14日（木）11：00から
内春のお花を咲かせよう !
対あそびにきているおともだち

プレミアム移動児童館� 予

日3月15日（金）10：30から
対子育て中の保護者、地域の方
定10名　内おたのしみ茶話会
申3月1日（金）から

☎463-1679
新倉児童館 ※受付は3月3日（日）9：30から

未就園児オープンサークル
日3月4日（月）11：00から
対未就園児親子　定先着25組

福祉の里へ遊びに行こう!� 予

日3月9日（土）　内福祉用具の体験など 
※児童館13：30集合、13：45出発

対小学生から　定15名　持上履き

未就学児のかきかた教室� 予

日3月10日（日）10：00から
対新1年生　定12名　費200円

1回だけの月曜日のリトミック� 予

日3月11日（月）
①10：00から 

首が据わった頃〜歩き始めるまで 定25組
②11：00から 

歩きはじめる頃〜1歳半まで　定10組
費200円　講仲村 華那

☎464-1515
下新倉児童館

南児童館まつり
日3月10日（日）9：45から　対どなたでも
内模擬店、ゲームコーナー、ビンゴ大会
※詳しくはチラシ、児童館だよりでご確認

ください。

卓球猛特訓�!� 予

日3月16日（土）10：00児童館集合
対小学生以上　定10名
内中学校で卓球を教えてもらおう!
協第三中学校卓球部　申3月2日（土）から

科学教室の日� 予

日3月24日（日）13：30から
対小学生以上　定10名
内あったかカイロづくり
申3月2日（土）から

☎467-5627
南児童館

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4月6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5月18日（土）10：00〜15：30　定10組
わこう産前・産後ケアセンター
問☎424-7275
日5月25日（土）10：00〜15：30　定6組

【共通事項】
対第1子出産予定（2019.7.1〜8.31）の妊

婦とその夫
持母子手帳、筆記用具、エプロン（2枚）、 

昼食、飲み物、スリッパ
申3月1日（金）から各センターへ電話で

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。

新米ママ学級（第1子優先）
わこう産前・産後ケアセンタ―
問☎424-7275
日3月23日（土）10：00〜11：30
定先着15組　講助産師
申3月15日（金）9：00から窓口又は電話で
本町子育て世代包括支援センター
問  mama-shien@npo-aid.com
日3月26日（火）10：00〜11：30
定抽選15組　講助産師
申3月17日（日）〜19日（火）にメールで

【共通事項】
対平成31年1月生まれの赤ちゃんとその

母親
内赤ちゃんとの生活、健康チェックのしか

たなど
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
【レッスンラボ】
ママの為の写真講座
日3月9日（土）10：00〜12：30
対ママと2歳迄の赤ちゃん　定5組
費2.300円（2人1組）パパは+1.000円
内野外で赤ちゃんを可愛く撮るポイント
マタニティ―ヨガ
日3月9日、23日（土）13：00〜14：30
対妊娠16週以降
定5名　費1,800円 （1回）
産後ケア骨盤エクササイズ（子連れOK）
日3月30日（土）10：20〜11：20
対産後1か月以降の方 定7名　費1200円

【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
和光市プレーパーク事業
問☎080-5510-7580 場柿ノ木坂湧水公園
▶ちびともプレーパーク
日3月7日（木）10：00〜11：30
内乳幼児向けの自然遊び（雨天中止）
▶わこうプレーパーク
日3月17日（日）10：30〜16：00
内自然の中で遊ぼう（小雨決行）

和光市ホームスタート事業�
（家庭訪問型子育て支援）
問☎090-8117-4008
対妊婦、就学前の児童のいる家庭 費無料
内  研修を受けた訪問ボランティアが、話し

相手になり、一緒に過ごし支えます。

まちかど健康相談室
問・申☎485-9253（10：00〜15：00）
▶育児相談�～新生活のスタート準備～
日3月14日（木）10：30〜11：30　費無料
▶春休み工作�～折り紙教室～（要予約）
日3月25日（月）10：30〜12：00 費100円
▶キッズクッキング（要予約）
日3月27日（水）10：30〜13：00 費800円

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3月4日（月）9：00から

みんなの広場
0歳児／ 日3月7日･14日の各木曜日 

　高月齢10：30〜11：00 
　低月齢11：00〜11：30

1歳児／ 日3月5日･12日の各火曜日 
10：30〜11：00

2歳児／ 日3月6日･13日の各水曜日 
10：30〜11：00

Smile-mam-mam
日3月16日（土）10：30〜11：30
内 35才から40代で出産・育児している

方、お話ししませんか？

食育講座� 予

日3月18日（月）10：30〜12：00
定15名（1歳以上託児10名有）
内「体も心も丈夫に育つ為に必要な食生活」

について管理栄養士さんが教えてくれ
ます。

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

みんなの広場（10：30から）
0歳児／3月6日・13日（水）11：15まで
1歳児／3月5日（火）11：00まで
2歳児／3月12日（火）11：00まで
※4月以降の詳細はP12をご覧ください。

スポットタイム
日3月7日（木）11：00から 

　おじゃま隊とあそぼう（館外）
　 28日（木）11：00から 

　あめんぼ＋お誕生会
場高齢者福祉センター2階
※今月のお誕生会は日にちに変更あり。

あおむし君の冒険� 予

日3月23日（土）10：30〜11：30
対2〜3歳児の親子　定15組
内親子ふれあい遊び
講竹部 正人（表現・遊びクリエーター）
申3月4日（月）9：00から

小学校ってどんなところ？�
～主任児童委員さんとのお話会～
日3月26日（火）10：30から

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）

育休中ママあつまれ（受付中）� 予

日3月8日(金)10：30〜11：30
内育休中の先輩ママを交えて話しましょう

2～3歳の子育て（受付中）� 予

日3月12日(火)11：00〜12：00
内臨床心理士とグループトーク

ふたごちゃんみつごちゃん� 予 �
あつまれ（受付中）
日3月13日(水)9：30〜12：00
内みんなで話す時間は10：30からです。

外国人おやこのつどい（当日受付）
日3月14日(木)11：00〜12：00
対外国人も日本人も参加できます。

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3月1日（金）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3月4日・11日・18日の各月曜日 
15：00〜16：00

対3〜5歳　定8組 費3,500円（全3回分）

キッズダンス� 予

日3月12日・19日・26日の各火曜日 
15：30〜16：10

対3〜5歳　定8組 費3,500円（全3回分）

アロマベビービクス� 予

日3月14日・28日の各木曜日 15：15〜16：15
対首が座ったころ〜ハイハイ前の赤ちゃん
定8組　費2,500円（全2回分）

大人のための講座（造形）� 予

日3月26日（火）13：00〜14：30
定8組　費1,000円　内動物写真たて

すくすくアワー（身長・体重測定）� 予
日3月28日（木）（二部入替制） 

①10：00〜10：30 ②10：50〜11：20
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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


