
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7月1日（月）9：00から

P－ナッツ（多胎児親子の集い）
日7月8日（月）11：00〜12：00
内先輩ママとお話しませんか。

みんなの広場「夏のお楽しみ会♪」 
手作りうちわやヨーヨー釣りなど
日7月9日（火）0歳児合同 

7月11日（木）1・2歳児合同
◦10：15〜11：00の間に来てください。

「こころ」と「からだ」を癒す 
本物のおだし体験しませんか? 予
日7月17日（水）11：00〜12：00
定親子20組
内「かつをぶし池田屋」による普段使いの

天然だしについてのお話です。

おもちゃ病院 予
日7月20日（土）13：00〜15：00　定10組

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 ☎466-2658

北第二子育て世代包括支援センター
（もくれんハウス）

◦要予約の申込みは7月1日（月）9：00から

もくれんタイム（受付中）
日7月9日（火）11：00〜12：00
内2〜3歳の子育てを臨床心理士と話す

ふたごちゃんみつごちゃんあつまれ 
（時間中 出入自由）
日7月10日（水）9：30〜12：00

外国人家族の子育て相談交流デー（受付中）
日7月13日（土）10：00〜12：00

『東京おもちゃ美術館』の良質な 
おもちゃに触れて学ぼう 予
日7月27日（土）11：00〜12：00 費500円
対プレパパママ、生後1〜5ヶ月の親子

ママがラクになるだっこ術 予
日7月23日（火）10：30〜12：00
対10ヶ月までの親子　費500円

離乳食・幼児食Q&A講座 予
日7月29日（月）10：00〜11：00 費500円

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7月1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7月8日・22日・29日の各月曜日 

15：00〜15：45
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7月18日・25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）

キッズダンス 予
日16日・23日の各火曜日 15：30〜16：10
対3〜5歳　定8組 費2,500円（全2回分）

大人のための講座（あんキッズスクール造形） 予
日7月25日（木）（造形）13：00〜14：30
定8組（お子さんの付き添い可）
費1,000円　内さかなのモビール

すくすくアワー（身長・体重測定） 予
日7月24日（水）（二部入替制） 

①10：00〜10：30 ②10：50〜11：20

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7月4日（木）9：00から

みんなの広場（10：30から）
0歳児／ 7月3日・10日・17日・24日（水）

11：15まで
1歳児／7月2日・16日（火）11：00まで
2歳児／7月9日・23日（火）11：00まで
※詳細や当日の予定はHPや通信でご確認

ください。

スポットタイム「作ろうDay」
日7月12（金）・13（土）11：00から
内小麦粉ねんどであそぼう

プロジェクションマッピング 予
日①7月26日（金） ②8月6日（火）11：00から
対3歳〜未就学児　定各回15組

親子ヨガ＆こどもの心と体子育て 予
日8月2日（金）10：30〜11：30
対満2〜5歳児（小3までの兄弟、同室可）
定15組

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）
本町子育て世代包括支援センター
問  mama-shien@npo-aid.com
日7月23日（火）10：00〜11：30
定抽選15組
申7月14日（日）〜16日(火）までにお母さ

ん名、赤ちゃん名、生年月日、住所、電話
番号、第何子目かを記入し、メールで

わこう産前・産後ケアセンタ―
問 ☎424-7275
日7月27日（土）10：00〜11：30
定先着15組
申7月19日（金）10：00から窓口又は電話で

【共通事項】
対令和元年5月生まれの赤ちゃんと母親
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
内赤ちゃんとの生活、健康チェックなど

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8月3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9月21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9月14日（土）10：00〜15：30　定6組

【共通事項】
対第1子出産予定（2019.11.1〜12.31）の

妊婦とその夫
持母子手帳、エプロン2枚、昼食、履き物
内◦妊娠から出産への準備（妊婦体験等）

◦赤ちゃんとの生活（沐浴実習等）
◦和光市の子育て情報

申7月2日（火）から各センターへ電話で

わこう産前・産後ケアセンター
【レッスンラボ】
▶七夕赤ちゃんの浴衣甚平撮影会
日7月6日（土） ①10：00から ②13：00から
対ママと2歳までの赤ちゃん
定各4組　持浴衣甚平衣装
費3.000円（2人1組）2ポーズ撮影
▶産後の骨盤ケアエクササイズ（子連れOK）
日7月13日（土）10：20〜11：20
対産後1か月以降の方　定7名　費1,200円
▶ヨガ
日7月13日・27日（土）15：00〜16：30
対成人　定6名　費1,800円（1回）

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

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。

和光市プレーパーク事業
問☎080-5510-7580
▶ちびともプレーパーク（乳児向け）
日7月4日（木）10：00〜11：30（雨天中止）
場桜坂公園（ふるさと民家園隣）
▶わこうプレーパーク
日7月21（日）・22日（月）10：30〜16：00
場総合児童センターグラウンド（小雨決行）

にいくら保育園 
ミニ講座と身体測定・園見学 予
問にいくら保育園 ☎463-2002
日7月30日（火）9：30〜11：00 定親子15組
内感触遊びを楽しもう
申電話で（9：00〜17：00）

まちかど健康相談室 予
問・申☎485-9253（10：00〜15：00）
▶ キッズクッキング  

野菜たっぷり冷やし麵
日7月23日（火）10：30から
対小学生　費800円

その他 子育て支援事業

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

ハワイアンリトミック（受付中） 予
日7月5日（金）10：00から
対首がすわった0〜2歳11か月まで
定15組程度　費1回1組1,000円
内音楽遊び・育児相談等
講清水先生（助産師）

企業共催「コロボライトを作ろう」 予
日7月28日（日）①10：00から ②13：30から
対市内在住の小学4年生以上　定各10組
内モーターで動く自動車を作ります。
申7月12日（金）9：30から

福祉体験「さをり織り」 予
日 7月29日（月）10：30から
対市内在住の小学生　定15名
協生活介護施設さつき苑
申7月15日（月・祝）9：30から

☎465-2525
総合児童センター ママの井戸端会議 予

日7月8日（月）10：30から
内バナナヨーグルト蒸しパンをつくろう
対子育て中の保護者10名
申6月24日（月）から

ふれあい夏まつり
日7月13日（土）13：30から
内昔あそびやソフトクリーム販売など

ベビトレヨガ 予
日7月18日（木）10：30から
対首のすわった子〜1歳までの親子10組
申7月4日（木）から

親子でブルーベリー 予
日7月27日（土）10：30から（雨天時は翌日）
対年中〜小学生の親子10組　内収穫体験
申7月13日（土）から

きもだめし会（おばけやしき）
日7月31日（水）（おばけやしきのみ開催） 

①10：00〜11：30 ②13：30〜15：00

☎463-1679
新倉児童館

受付は7月1日（月）9：30から

ダンボールクラフト教室 予
日7月6日（土）13：30から
対小学校3年以上　定15名
協 （株）ホンダ技研工業

ミニえんにちチャレンジド交流会
日7月19日（金）13：00から
内輪投げ、水ヨーヨーなど

おばけやしき
日7月24日（水）（おばけやしきのみの開催） 

①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

将棋教室 予
日7月27日（土）10：00から
対小中学生　定15名程度

映画会「ドラえもん のび太の宝島」
日7月28日（日）14：00から

☎464-1515
下新倉児童館 七夕のつどい

日7月7日（日）10：15から受付開始
対幼児〜高校生　定先着50名
内パネルシアター、流しそうめん
持お椀・フォーク又はお箸
申流しそうめんは当日受付時に番号札を

配布。

ハッピーママ・TIME（受付中）
日7月10日（水）10：30から
対育児中の保護者、地域の人　定15名
内ひんやり抹茶となんちゃって葛餅

さをり織り体験 予
日7月25日（木）13：30から
対小学生　定10名　申7月12日（金）から

夏の工作教室 予
日7月28日（日）10：30から
対小学生　定10名　内貯金箱
申7月12日（金）から

☎467-5627
南児童館

広報   2019年7月号 9

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

● 問合せに電話番号の記載がない場合は、和光市役所 ☎464-1111（代表）までお問い合わせください。


