
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10月1日（火）9：00から

仕事復帰ママの応援サロン 
〜保育園入園に向けて〜
日10月7日（月）10：30〜12：00
内①保育園入園の申請について（市役所職員） 

②園生活について（現・園長先生）

みんなの広場（10：30から）
　0歳児（ペンギンクラブ）のクラスが新
たに加わります。
日10月9日（水）から開始
対0歳児（おおむね15か月〜）

はじめまして2,3か月Baby
日10月18日（金）13：30〜14：00
内ふれあい遊びや絵本など

ベビトレヨガ 予
日10月24日（木）11：00〜11：30
対おおむね2〜7か月のお子さん 定15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10月1日（火）9：00から

外国人おやこのつどい
日10月10日（木）11：00〜12：00

外国人家族の子育て相談交流デー 
（受付中）
日10月19日（土）10：00〜12：00
内ハロウインで楽しみながら交流しよう

ママがラクになるだっこ術 予
日10月24日（木）10：00〜11：30　　
対10ヶ月までの子と親　費500円

プレママ・プレパパの手作り講座 
（受付中）
日10月26日（土）15：00〜17：00
内ベビートイを簡単手縫い　費500円

和光へ越してきた方の交流会 予
日10月29日（火）10：30〜11：30

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10月1日（火）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日・21日・28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日・15日・29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24日・31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）

すくすくアワー（身長・体重測定） 予
日25日（金）（二部入替制） 

①10：00〜10：30 ②10：50〜11：20

大人のための講座 予
日31日（木）13：00〜14：30
定8組　費1,000円　内万華鏡

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10月3日（木）9：00から

みんなの広場（10：30から）
0歳児／ 10月2日・9日・23日・30日（水） 

11：15まで（9日は時間変更あり）
1歳児／10月8日（火）11：00まで
2歳児／10月15日・29日（火）11：00まで
◦詳細はHPや通信でご確認ください。

スポットタイム「作ろうDay」
日10月11日（金）・12（土）11：00から

「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10月18日（金）11：00〜12：00
定親子25組
内「かつをぶし池田屋」によるお話です。

ウォーターパラダイスを作ろう 予
日10月25日（金） 

①10：30〜11：30（定20名） 
②14：30〜15：30（定10名）

費100円（窓口申込時）
内ミニボトルで作る水の入ったおもちゃ

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

【10月からの新事務所のご案内】
10月から、事務所が下記の拠点に移動し
ます。申し込みは、下記の連絡先にお願い
します。

【住所】 本町5-32 ☎465-2525
◦ 地図はHPに掲載しますのでご参照くだ

さい。

手形足形アート『ハロウィン』 予
日10月7日（月） ①10：00から ②10：50から
申受付中
◦ 詳しくは直接お問い合わせください。

自然観察事業『昆虫探し森あそび』 予
日10月27日（日）小雨決行 

10：15に和光樹林公園花時計前に集合
対市内在住の幼児親子・小中学生 定15名
協NPO法人和光・緑と湧き水の会
申10月11日（金）9：30から

☎465-2525
総合児童センター じどうかん交流まつり

日10月12日（土）10：00から
内発表会、大道芸ステージ、工作教室、 

ゲームコーナー、昔遊び など

ちびっこサークル 予
日10月21日（月）10：30から
対市内通年幼児サークルに所属していな

い10か月〜3歳児親子
定15組　内プチハロウィン
申10月7日（月）から

ママの井戸端会議 予
日10月25日（金）10：30から
対子育て中の保護者
定10名　内ハロウィンおばけの芋餅作り
申10月11日（金）から

ハッピー・ハロウィン 予
日10月27日（日）14：00から
内仮装をして地域の家などを訪問しよう
対小学生　定10名 申10月13日（日）から

☎463-1679
新倉児童館

◦要予約の申込みは10月2日（水）9：30から

月曜日のリトミック 予
日10月7日・21日、11月11日 11：00〜11：30
対歩き始めから1歳半までの幼児親子
定先着25組
内音楽を通じて社会性や創造力、表現力

などをはぐくみます。
講中村 華那

かぼちゃの蒸しパンをつくろう 予
日10月14日（月）10：30から
対小学生　定先着10名

ハロウィンウィーク
日10月25日（金）〜31日（木）まで
対遊びに来たお友達
内お楽しみにしてください

映画会 
「ドラえもんのび太の月面探査記」
日10月27日（日）14：00から

☎464-1515
下新倉児童館

ちびっこハロウィン
日10月25日（金）10：45〜11：00受付
対0歳児〜年長児　定先着40名
申不要。直接お越しください。

ハロウィンウォーク 予
日10月26日（土）14：30から
対おおむね4歳〜小学生 定20名  費50円
申10月12日（土）〜21日（月）

南児童館deキャンプ飯をつくろう ! 予
日11月4日（月）10：30から 対小学生20名
内キャンプ体験・キャンプ飯作り
協ボーイスカウト和光第1団
申10月21日（月）から

☎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10月3日（木）10：00〜11：30（雨天中止）
場桜坂公園（新倉ふるさと民家園横）
▶わこうプレーパーク
日10月20日（日）10：30〜15：00（小雨決行）
場和光樹林公園

和光市ホームスタート事業
問☎090-8117-4008
対妊婦、就学前の児童のいる家庭
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。

わこう産前・産後ケアセンター 
レッスンラボ
▶ハロウィン赤ちゃんの仮装撮影会
日10月12日（土）10：00から/13：00から
対ママと2歳迄の赤ちゃん　定各4組
費3.000円（2人1組）　内2ポーズ撮影
持仮装衣装各自
▶産後の骨盤ケアエクササイズ（子連れ可）
日10月19日（土）13：00〜14：00　定7名
対産後1カ月以降の方　費1,200円
▶マタニティヨガ
日10月26日（土）13：00〜14：30　定4名
対妊娠16週以降　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）
わこう産前・産後ケアセンタ―
問☎424-7275
日10月26日（土）10：00〜11：30
定先着15組　講助産師
申10月18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10月29日（火）10：00〜11：30
定抽選15組　講助産師
申10月20日（日）〜22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8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

※ 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。

わこう版 ネウボラ事業
赤ちゃん学級（第1子優先）
北子育て世代包括支援センター
問☎464-0194　定先着25組　申受付中
日10月16日（水）・25日（金） 

13：15〜15：00
内 ①病気の予防とケア
　② 赤ちゃんの食事・保育・育児
持母子手帳、筆記用具
南子育て世代包括支援センター
問☎450-4642
日11月22日（金）・29日（金）13：15〜15：00
定先着27組
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10月4日（金）9：00から窓口又は電話で

その他 子育て支援事業
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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


