
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9月2日（月）9：00から

「WAKOゴスペル」 によるコンサート
日9月7日（土）11：00〜11：30
対どなたでも
内お子さんと一緒にゴスペルコンサート

親子リトミック 予
日9月19日（木）11：00〜11：30
対首がすわったころ〜歩行前まで 定17組

Smile-mam-mam
日9月30日（月）11：00〜11：45
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？

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）

2～3歳の子育てトーク（受付中） 予
日9月10日（火）11：00〜12：00
内臨床心理士とグループトーク
◦ 1歳代から参加OKです。

ふたごちゃんみつごちゃん 
あつまれ（受付中）
日9月11日（水）9：30〜12：00

外国人おやこのつどい
日9月12日（木） 11：00〜12：00

アレルギー・アトピー 
について話そう（受付中） 予
日9月17日（火）10：00〜11：00
内アレルギーっ子の会の人と話します。

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9月2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9月2日・9日・30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9月10日・17日・24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9月19日・26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9月26日（木）13：00〜14：30
定8組（お子さんの付き添いOK）
費1,000円　内万華鏡づくり

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9月3日（火）9：00から

みんなの広場
0歳児／ 9月11日・18日・25日の各水曜日 

10：30から（18日 時間変更あり）
1歳児／ 9月10日（火）11：20から 

17日（火）10：30から
2歳児／ 9月10日・24日の各火曜日 

10：30から
◦ 詳細はHPや通信でご確認ください。

スポットタイム
みんなで遊ぼう／5日（木）11：00から
アンサンブル彩／12日（木）11：30から
作ろうDay／ 13日（金）・14日（土） 

11：00から
誕生会／19日（木）11：00から
あめんぼ／26日（木）11：30から

乳幼児救命救急講習会 予
日9月27日（金）10：00〜12：00
対市内在住の未就学児の保護者
定20名（同室不可）
保10名（1歳未満2名・1歳以上8名）

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

ふれあいサロン
日9月9日（月）16：00から
対どなたでも　定先着10名
内 ゲームやオリンピッククイズ
申当日10分前から

ハワイアンリトミック（受付中） 予
日9月13日（金）10：00から
対首がすわった0歳〜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
講助産師 清水先生

ベビーサイン教室 予
日10月10日（木）10：30から
場サポートセンター広沢 2階
対幼児（6か月〜1歳半）親子
定10組程度
講NPO法人 日本ベビーサイン認定講師
申 9月20日（金）9：30 

〜29日（日）17：00まで

☎465-2525
総合児童センター

幼児スペシャル
日9月13日（金）11：00から
対幼児親子　内おつきみごっこ

工作教室
日9月14日（土）①10：30から ②14：00から
対小学生　定各回10名
内押し花フレームづくり

ママの井戸端会議 予
日9月20日（金）10：30から
対子育て中の保護者　定10名
内アロマポットづくり 申9月6日（金）から

プレミアム移動児童館 予
日9月27日（金）10：30から
場 北原学童クラブ　対子育て中の保護者
内ホットプレートでクッキーづくり
定10名　申9月13日（金）から

☎463-1679
新倉児童館 ◦受付は9月1日（日）9：30から

月曜日のリトミック 予
日9月2日・9日、10月7日・21日、11月11日

の各月曜日 11：00〜11：30
対歩き始める頃から1歳半の幼児親子
定先着25組

ちびっこらんど「大型遊具で遊ぼう !」
日9月11日（水）・12日（木）12：00〜14：00
対未就園児

映画会
日9月22日（日）14：00から
内小さなプリンセスソフィア 

あたらしいドレス

お月見バーガーを作ろう 予
日9月23日（月）10：30〜12：00
対小学生　定10名
持エプロン、マスク、三角巾、飲み物

☎464-1515
下新倉児童館

オープンサークル～お月見会～ 予
日9月13日（金）10：30から
対平成30年4月2日〜平成31年4月1日生

まれの幼児親子
定15組　申9月1日（日）から

和光ホームのみなさんと 
おやつをつくろう! 予
日9月28日（土）14：00から
対小学生　定10名　申9月14日（土）から

1・2歳児のためのリトミック
日10〜3月の全10回 

①月曜10：00から／10：40から 
②月曜11：20から／金曜11：20から

対①1歳児H29.4.2〜H30.4.1生まれ 
②2歳児H28.4.2〜H29.4.1生まれ

費2,000円（全10回分）
◦ 詳細は児童館のおたより又はHPで

☎467-5627
南児童館

和光市プレーパーク事業
内 みんなでつくる自由な遊び場
問☎080-5510-7580
▶ちびともプレーパーク（乳幼児向け）
日9月5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9月15日（日）10：30〜16：00（小雨決行）
場総合児童センターグラウンド

わこう産前・産後ケアセンター 
レッスンラボ
▶写真講座（裸んぼベビー撮影スキル）
日9月7日（土）10：30〜12：00　定5組
費2,300円（2人1組）パパは+1,000円  
▶産後の骨盤ケアエクササイズ（子連れ可）
日9月21日（土）13：00〜14：00
対産後1ヶ月以降の方  定7名  費1,200円 
▶マタニティヨガ
日9月28日（土）13：00〜14：30
対妊娠16週以降  定4名  費1,800円（1回）

【共通事項】
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。

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9月28日（土）10：00〜11：30
定先着15組　講助産師
申9月20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9月24日（火）10：00〜11：30
定抽選15組　講助産師
申9月15日（日）〜17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7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

その他 子育て支援事業わこう版 ネウボラ事業
プレパパママ教室

※ 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。

南子育て世代包括支援センター
問☎450-4642
日10月5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11月16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11月9日（土）10：00〜15：30　定6組

【共通事項】
対第1子出産予定（2020.1.1〜2.29）の妊

婦とその夫
持母子手帳、エプロン（2枚）、昼食、 

飲み物、スリッパ
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9月3日（火）から各センターへ電話で

きりんサークル（後期） 予
日10月9日〜3月の水曜日（全10回） 

10：00〜10：30
対1歳児（平成29年10月1日〜平成30

年4月1日生まれ）
定15組（応募多数の場合は抽選）
費1,000円
申9月9日（月）〜14日（土）までに件名に

〇〇サークル希望 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
入し、メールで（mama-shien@npo-
aid.com）

　結果は9月28日（土）
までにメールで通
知予定

◦ サークル参加時は
自動車での来所は
原則としてご遠慮
ください。
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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


