
ひなたぼっこの駐車場は台数
に限りがありますので、城陽
さんさんバス（鴻ノ巣山運動
公園近鉄寺田線）をご利用く
ださい（深谷郵便局バス停か
ら徒歩約３分）

　次代を担う子どもたちが安心して育っていける環境づくりのために、世代を超えたさまざまな人との出会い・
ふれあいを通じて、互いに支え合い、心身ともに健康的な生活を過ごせるような施設を目指しています。

子育て・多世代交流施設

【多世代交流施設】

【多世代交流事業】

【子育て支援施設】
【ひなたぼっこ事業】

おもちゃ病院

～みなさんの活動拠点として～
　どの世代も自由に利用できる居場所とし
てご利用ください。

　市内在住の高齢の人から子育て中の親子を対象とした催しです。
　「体幹回復ストレッチ」「歌ってあそぼう！」など、子どもから高齢の人まで一緒
に楽しめる内容を企画しています。ぜひご参加ください！

　市内在住で子育てをされている
保護者を対象に、お子さんと一緒
に楽しめる内容を企画しています。

貸室・プレイルームを利用したいのだけど・・・
みなさんからの質問にお答えします！！

　世代の壁を越えて心温ま
るひとときを過ごせます。

【子どもにとって大好きなおもちゃは、壊れても大切な宝物】
ひなたぼっこでおもちゃ修理ボランティアが修理します！
修理費は無料です。（部品代などで実費負担があ
る場合があります）
日時：毎月第１・第３水曜日　10：00～12：00
利用方法：�開催当日に壊れたおもちゃを持参し

てください

貸室 貸室 定員（人） 使用料（円／時間）
会議室Ａ・Ｂ 各 18 100
多目的ホール 100 450
調理室 10 100
プロジェクターの使用料は別途 1,000 円／回

※使用時間には準備と後片付けの時間を含みます

多世代交流事業のご案内
歌ってあそぼう！ ３月１日（木）
体幹回復ストレッチ ３月７日（水）
脳トレーニング ３月16日（金）

ひなたぼっこ事業のご案内
１歳児さんあつまれ！
親子で楽しむ
　　　　リトミック

２歳児さんあつまれ！
親子で楽しむ
　　　　運動あそび

講演
「おっぱいケア」心ゆったりヨガ

３月９日（金） ３月６日（火） ３月８日（木） ３月23日（金）
○対象　市内在住の子どもとその保護者　　○時間　10：30 ～ 11：30

体幹回復ストレッチ

パパとあそぼう！ 心ゆったりヨガ “貴方にあった”～だっこと
おんぶの方法を学ぼう～

歌ってあそぼう！

クリスマスコンサート

●開館日（利用可能日）
　�火～日曜日、祝日（月曜日および年末年始は休館）
●開館時間　９：00～22：00
●対象　　　全市民

各事業の詳細はひなたぼっこ☎（55）9260へお問い合わせください。
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※各施設へお越しの際は、公共交通機関をご利用ください。
　また、お近くの人は、徒歩でお越しください

お正月遊び

貸室について
Ｑ：�貸室は市内に住んでいないと利用でき
ませんか？

Ａ：市内在住の人が対象です。
Ｑ：�貸室の予約は、何カ月前からできますか？
Ａ：�通常１カ月前の予約ですが、団体とし
て登録すれば３カ月前からの予約が可
能です（登録要件あり）。

Ｑ：飲食は可能ですか？
Ａ：飲酒を除いて飲食は可能です。
Ｑ：冷暖房の費用は別にかかりますか？
Ａ：冷暖房費込の使用料となっています。

プレイルームについて
Ｑ：�プレイルームは市内に住んでいないと
利用できないのですか？

Ａ：�市内在住の保護者とお子さんが対象で
す。

　　�また、市内に祖父母がいる人も利用す
ることができます。

Ｑ：利用できる子どもの年齢は？
Ａ：�小学校就学前までです。小学校１年生
以上のお子さんは、交流サロン、また
は交流広場を使用していただけます。

この広報紙は再生紙および植物油インキを使用しています ひなたぼっこの子育て相談　電話・FAX共に　☎（55）9260
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　各地区民生児童委員協議会、私立保育園との共催またはセンター主
催で開催しています。講演会や親子リズム遊び、親子で楽しむ演奏会
など、いろいろな内容をご用意していますので、ぜひご参加ください。

　ひなたぼっこでは、子育て中のみなさんにさまざ
まな情報を提供するため、２カ月に１回「子どもワン
ダーニュース」を発行しています。
＊配布場所は、市内すべての保育園、富野幼稚園、コ
ミセン、文化パルク城陽プレイルーム、図書館、保健
センター、ぱれっとＪＯＹＯ、子育て支援課などです

　子育てに悩んだり困ったりしていま
せんか？ひとりで悩まず一緒に考えて
いきましょう！
　相談室、プレイルームのほか、電話
やＦＡＸ、訪問事業の際にも相談を受
け付けています。

　市内で活動されている子育
てサークルの支援やつながり
がほしい保護者へのサークル
の紹介をしています。

みんなで楽しく元気に体を
動かしています♪

ふたごち
ゃんの

サークル
が

誕生しま
した☆

　ひなたぼっこの職員が公園を訪問します。
　子育て相談にも応じています。詳しくは「子ど
もワンダーニュース」でお知らせしています。
＊次回は３月28日（水）富野幼児公園10：30から

地域子育て支援センターひなたぼっこは子育て中の保護者が安心して子育てできるよう、地域に根ざした支援を続けています。

ひとりじゃないよ！みんなで子育て支えあい！

保育園名 開設日 開設時間
⑥清　仁保育園
　☎（53）1300 ３／９（金）（雨天実施） 10：00～11：30

⑦くぬぎ保育園
　☎（52）1662 ３／17（土）（雨天実施） 10：00～12：00

⑧清　心保育園
　☎（55）0230

３／13（火）（雨天実施）
●毎月第２・第４土曜日は園庭開放　　　 ９：30～11：00

⑨里の西保育園
　☎（55）0243

３／20（火）（雨天実施）
●毎月第２・第４土曜日は
子育てサポート事業（３/10（土）除く）

９：00～12：00

⑩しいの木保育園
　☎（54）7556 ３／17（土）（雨天実施） 10：00～12：00

【私立保育園】

保育園名 開設日 センター訪問日
（雨天実施） 開設時間

①久津川保育園
　☎（52）4864 毎週水曜日（雨天中止） 第２水曜日

※２月は21日（水） 10：00～11：30

②久　世保育園
　☎（52）4369 毎週火曜日（雨天実施） 第４火曜日 ９：30～11：00

③鴻の巣保育園
　☎（55）9191 毎週火曜日（雨天翌日） 第１金曜日

※２月は23日（金） ９：30～11：30

④今　池保育園
　☎（53）2800 毎週木曜日（雨天実施） 第１木曜日 10：00～11：30

⑤青　谷保育園
　☎（52）1039 毎週月曜日（雨天実施） 第１火曜日 10：00～11：30

【市立保育園】

幼稚園名 開設日 開設時間

⑪富　野幼稚園
　☎（52）1009

※３／22（木）（雨天実施）　　　　　　　
☆幼児教育センター（ひよこの部屋）は毎日開放
（ただし３／19（月）は利用できません）

10︰00～11︰30

【市立幼稚園】 ※は地域子育て支援センターの訪問日です

　開設時間は開設日によって異なる場合がありますので、事前に各保育園・幼
稚園へお問い合わせください。
　場所は前ページの地図「市内保育園・市立幼稚園など案内MAP」の番号に対
応しています。

情報紙発行「子どもワンダーニュース」 子育て相談

公園訪問

子育て支援講座

「あそびのひろば」訪問

子育てサークル活動の支援

日時 講座内容 場所
２月16日（金）
10：30～11：30

～親子でリフレッシュ～
親子ビクス 久津川保育園

２月20日（火）
10：30～11：30 リズムであそぼう！ 鴻の巣会館

　市内すべての保育園と富野幼稚
園では、小さなお子さんと保護者
にとっての出会いやふれあいの場
として、また、気軽に子育ての相
談ができる場として「あそびのひ
ろば」を開設しています。
　市立保育園と富野幼稚園には、
月１回ひなたぼっこの職員が訪問
しています。

地域子
育て支援センター
事業の紹介

いちごいろの会

子育て支援講座の様子

ちびっ子サークル
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