
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8月1日（木）9：00から

ベビトレヨガ 予
日8月22日（木）11：00〜11：30
対2〜7ヶ月のお子さんとママ　定15組

はじめまして2,3ヶ月Baby
日8月23日（金）13：30〜14：00
内親子のふれあい、身長・体重測定など

乳幼児救急法 予
日8月24日（土）10：00〜12：00
定15名（1歳以上託児10名）

食育講座 予
日8月26日（月）10：30〜12：00
定15名（託児1歳以上10名）
内食べさせたい ! でも食べてくれない … 

どうしたらいい?

みんなの広場
0歳児／8月27日（火）から
1・2歳児／8月29日（木）から

いるか・らっこ合同【感触遊び】 予
日9月12日（木）　定20組
内寒天やスライムなどを触ったり踏んで

みたり、色々な感触を楽しもう。

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）

夏休みキッズタイム
日8月7日（水）13：00〜16：00
対3歳以上（小学生未満は保護者同伴）
持飲み物
内トランプや色々なゲームで遊ぼう

てあそびうたとおはなし会
日8月6日（火）11：00〜11：20
内絵本の読み聞かせとてあそび

ほっとひといき 多世代広場
日8月27日（火）10：30〜11：30
内地域の方、多世代で交流しましょう。

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8月2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8月5日・19日・26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）

キッズダンス 予
日8月20日・27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）

アロマベビービクス 予
日8月22日・29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 
（あんキッズスクール造形） 予
日22日（木）13：00〜14：30
定8組（お子さんの付き添いOK）
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8月29日（木）（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8月2日（金）9：00から
◦ 8月は、スポットタイム「アンサンブル彩」
「あめんぼ」はお休みとなります。

スポットタイム「お誕生会」
日8月22日（木）11：00から

タッチケア 予
日8月29日（木）10：30〜11：30
対妊娠期〜ハイハイ期まで　定20組
内シーツ等を使用したタッチケア

家族ヨガ 予
日9月7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

みんなの広場（8月はお休みです）
0歳児／9月4日（水）10：30から
1歳児／9月3日（火）10：30から
2歳児／9月10日（火）10：30から
※詳細はHPや通信でご確認ください

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

夏の天体観望会（受付中） 予
日8月3日（土）18：00から
対市内在住の小学生とその保護者
定40名
内夏の天体観測（晴れの日）、おもしろ理科

実験、星の話など

夏休みお楽しみ会『おばけやしき』
日8月21日（水） 

①10：00から ②13：30から
対どなたでも　定各先着200名
共広沢・中央・本町学童クラブ

白子湧き水生き物探険 予
日9月8日（日）10：30から
場白子コミュニティーセンター
対市内在住の幼児・小学生親子
定15名
申8月25日（日）9：30から

☎465-2525
総合児童センター

読みきかせ夢ひろば（受付中） 予
日8月3日（土）14：00から
内絵本の読み聞かせとオルゴールづくり
対3歳〜小学生　定20名（幼児は親同伴）

こどもシアター
日8月23日（金）13：30から 対どなたでも
内「アナと雪の女王」

工作教室
日8月24日（土） ①10：30 ②14：00
対小学生 内スライムづくり

こども電気教室 予
日8月26日（月） ①10：00 ②13：30
対小学生3〜6年生　定20名
内電気の勉強とレモン電池づくり
申8月12日（月）から

☎463-1679
新倉児童館

◦受付は8月1日（木）9：30から

下新倉小学校サマーフェスタ
日8月3日（土）16：00から
場下新倉小学校校庭　対どなたでも
内16：30 模擬店開始 

17：00 和光太鼓演奏 
18：00 子どもみこし など

映画会
日8月25日（日）14：00から 対どなたでも
内「 仮面ライダー 平成ジェネレーションズ 

FOREVER」

工作教室 「ビー玉迷路」を作ろう 予
日8月26日（月）10：30から　対小学生
定10名

☎464-1515
下新倉児童館 夏休みお楽しみ会

日8月7日（水） 
10：00〜11：30 おばけやしき 
13：00〜14：30 迷宮から脱出しよう

対どなたでも

ちびっこ夏まつり
日8月30日（金）10：15から受付
場遊戯室　対未就学児　定先着50名
内縁日やゲームなど

0歳児のためのリトミック（全6回） 予
日9〜11月の第1・3金曜日 

①10：00から ②10：40から
対平成30年4月2日〜12月31日生まれの

幼児親子
定30組（応募多数の場合抽選）　費600円
申8月16日（金）〜23日（金） 

◦詳細は南児童館HPをご覧ください。

☎467-5627
南児童館

わこう産前・産後ケアセンター
【レッスンラボ】
▶産後の骨盤ケアエクササイズ（子連れOK）
日8月3日（土）14：15〜15：15
対産後1か月以降の方　定7名　費1,200円
▶ヨガ
日8月24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
日8月18日（日）10：30〜16：00
場総合児童センターグラウンド
内子供向けの外遊び（小雨決行）

夏休みジャブジャブ大会
問環境課 環境計画担当 ☎424-9118
日8月20日（火）9：30〜11：30
場越戸川・赤池親水公園　定先着150名
対小学6年生まで（幼児は保護者同伴）
持水に濡れても良い服・靴、帽子、飲み物
申8月14日（水）までに電話で

その他 子育て支援事業わこう版ネウボラ事業
新米ママ学級（第1子優先）

※ 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。

わこう産前・産後ケアセンタ―
問☎424-7275
日8月24日（土）10：00〜11：30
定先着15組　講助産師
申8月16日（金）10：00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8月27日（火）10：00〜11：30
定抽選15組　講助産師
申8月18日（日）〜20日（火）にお母さん名、

赤ちゃん名（フリガナ）、誕生日、住所、電
話番号、第何子目かを記入の上メールで

【共通事項】
対令和元年6月生まれの子とその母親
内赤ちゃんとの生活、健康チェックの仕方
持母子手帳、筆記用具、オムツ、バスタオル 等

本町子育て世代包括支援センター 
0歳児サークル2期募集
問 mama-shien@npo-aid.com
▶こあらサークル（2期）（全6回）
日 9月12日〜12月5日の木曜日 

10：30〜11：00
対0歳児（おおむね2か月〜10か月）
▶ ぺんぎんサークル（2期）（全6回）
日9月26日〜12月12日の木曜日 

10：30〜11：00
対0歳児（おおむね11か月〜1歳4か月）

【共通事項】※応募者多数の場合抽選
定15組　費500円
申8月5日（月）〜10日（土）までに件名に

希望サークル名と①子どもの氏名（フ
リガナ、性別、第〇子） ②子どもの生
年月日 ③参加する保護者の氏名（フ
リガナ） ④住所⑤電話番号を記入の
うえ、メールで

結果／8月24日（土）までにメールで通知

赤ちゃん学級（第1子優先）
問北第二子育て世代包括支援センター 

☎466-2658
日①9月6日（金） ②9月18日（水） 

13：15〜15：00
対2019年1〜4月生まれの子とその親
定18組
内①病気の予防と手当て 

②赤ちゃんの食事・保育・育児
持母子手帳、筆記用具
申8月5日（月）9：00から
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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

● 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。


