
　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。

～みなさんの活動を応援します～

貸室

登録団体

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

●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み）
●開館時間　９：00～16：00(22：00まで延長可)
●対象　　　全市民

●開館日【利用可能日】
　火～日曜日
　（月曜日、祝日および年末年始は休み）
●開館時間　９：00～16：00
●対象　　　全市民

●開館日【利用可能日】
　火～土曜日
　（日・月曜日、祝日
　および年末年始は休み）
●開館時間　９：00～16：00
●対象　　　市内在住の未就学児とその保護者、
　　　　　　妊娠中の人

　ひなたぼっこの事業にご協力いただける団体には、使用料が無料になり、また３カ月
前から貸室の予約ができるなどの団体登録制度を設けています。ぜひご活用ください。

中国伝統武術
　　太極拳サークル「昴

すばる

」
　心の癒し、日常のストレス解
消に心身の健康法として始めて
みませんか。
　若い人からシルバー世代まで
誰でもできます。いつでもお気
軽にご参加ください。
〇練習日
　毎週火曜日 13：00～15：00 水度友愛クラブ

　　（あじさいクラブ）
　水度友愛クラブでは家庭
に閉じこもる事なく、茶話会
や軽運動、輪投げゲームな
ど「あじさいクラブ」と言う
名で、毎月第１・第３金曜日
を目標に、健康と親睦を兼ね
て、少しでも体を動かし、お
茶を飲みながら、井戸端会
議を、たまには、歌などをう
たって、みんな仲良く楽しく
集っているクラブです。

♪ドレミちゃんおんがくかい♪
　「参加した皆さんを元気
に」をモットーに、いつかど
こかで聞いたことのあるおな
じみの楽曲を演奏し、参加者
とともに音楽に合わせて体操
をしたり、リズム遊びをする
音楽グループです。
　会場の雰囲気に合わせて
選曲し、童謡唱歌から演歌、
ポップス、アニメまで幅広い
レパートリーで、子どもから
ご年配の人まで楽しめる内容
で開催しています。

～みんなで子育て支え合い～
○相談室（子育て相談）
　　子育てに関する相談のための専用室です。
　 　相談は、プレイルームでも対応しますので、お

気軽にご相談ください。
○プレイルーム
　 　大型遊具をはじめ、さまざまなおもちゃをご用

意しています。
　 　親子で一緒に遊べ、親同士の交流も楽しめます。
○食事スペース
　 　お弁当を食べることができるランチルームを用

意しています。
○０歳児交流室・授乳室
　　赤ちゃんが安心してゆっくり過ごせる部屋です。
　授乳室、オムツ交換台も用意しています。
○図書スペース
○中庭（砂遊びができます）

子育て支援施設

子育て・多世代交流施設

～新しいコミュニティ形成の場～
　多世代交流の場として、どなた
でも自由に会話や飲食ができるス
ペースです。

交流サロン・交流広場

（12月～平成31年３月）

小さいお子さんもご高齢の人と一緒に和
やかなひとときを過ごしましょう！

【みんなで歌おう！】 【体幹回復ストレッチ】

12月  ６日（木）

２月  ７日（木）

３月  ７日（木）

12月12日（水）

２月13日（水）

３月13日（水）

12月18日（火） クリスマスコンサート

１月16日（水） お正月あそび

開催時間 10︰30〜11︰30

開催場所 地域子育て支援センターひなたぼっこ

囲碁・将棋のつどい
～今からはじめる囲碁・将棋～

　幼児から子育て中のお父さん、お母さん、そ
してご高齢の人、一緒に始めてみませんか？
●開催日　毎月第１・第３土曜日
　＊ただし、1 月５日はお休み
●時間　10 : 00 ～ 12 : 00
●場所　地域子育て支援センターひなたぼっこ
　　　　　　　　　　　　　　【会議室 A・B 】 
●対象　市内在住の人
●参加費　無料　　●申込み　不要

　スマートフォンやタブ
レット向けの通話アプリ
ケーション「ＬＩＮＥ」を
利用して、施設で展開する

「子育て支援事業」や「多
世代交流事業」などの情報
をお知らせします。

ＬＩＮＥアプリの「友だち追加」から
「ＩＤ検索」か、「ＱＲコード」で追加
◆ＩＤ検索  @joyo_kosotase　
◆ＱＲコード検索

市の子育て支援・多世代交流情報を

　　でお届けします！！ お知らせ例

登録

多世代交流事業

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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　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。

あそびのひろば日程（12月～平成31年３月）

子育て交流事業のご案内

子育て支援講座

ひなたぼっこ出前広場のご案内

（12月～平成31年３月）

（12月～平成31年３月）

保育園名 開設日 開設時間
⑥清仁保育園
（53）1300

12 月 14 日（金）、１月 11 日（金）、２月８日（金）、３
月８日（金）� （雨天実施） 10：00～11：30

⑦くぬぎ保育園
（52）1662

12 月 15 日（土）、１月 26 日（土）、２月 23 日（土）、３月 16 日
（土） � （雨天実施） 10：00～12：00

⑧清心保育園
（55）0230

12月３日（月）、１月８日（火）、２月４日（月）、３月４日（月）
� （雨天実施）
＊毎月第２、第４土曜日は園庭開放

９：30～11：00
※園庭開放は

９：00～12：00

⑨里の西保育園
（55）0243

12 月 25 日（火）、１月 15 日（火）、１月 19 日（土）、２月 12 日
（火）、２月26日（火）� （雨天実施）

＊毎月第２、第４土曜日は子育てサポート事業
９：00～12：00

⑩しいの木保育園
（54）7556

12月８日（土）、１月26日（土）、２月23日（土）、３月16日
（土）� （雨天実施） 10：00～11：30

【私立保育園】

保育園名 開設日 ひなたぼっこ訪問日（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

★ただし、２月は20日（水）

10：00～11：30
★ただし、センター

訪問時間は
10：00～11：20

②久世保育園
（52）4369 毎週火曜日（雨天実施） 第４火曜日

★ただし、12月は26日（水） 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
★ただし、１月は11日（金）
　　　　  ２月は22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

★ただし、１月は10日（木） 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

★ただし、１月は15日（火） 10：00～11：30

【市立保育園】

園名 開設日 開設時間
⑪富野幼稚園
（52）1009

＊12月20日（木）、＊１月24日（木）、２月21日（木）、＊２月
28日（木）、＊３月28日（木）� （雨天実施）10：00～11：30

【市立幼稚園】 ＊はひなたぼっこ職員の訪問日です

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）

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

日時 講座内容 場所
１月 ８日（火）
10：00～11：00 冬のコンサート 清心保育園ホール

１月  ９日（水）
10：30～11：20 みんなのお楽しみ会 久津川保育園ホール

１月 22 日（火）
10：00～11：00 親子体操 久世保育園ホール

２月 ８日（金）
10：00～11：00 リフレッシュヨガ 清仁保育園ホール

２月 15 日（金）
10：30～11：20 講演「絵本を楽しもう」 久津川保育園ホール

２月 19 日（火）
10：30～11：30 人形劇 鴻の巣会館３階大ホール

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

あそびのひろばをご存じですか

管理栄養士を囲んで、離乳
食などの相談をしました！

　さまざまな内容で開催します。
　親子で、またはお孫さんとご一緒に、ぜひ
ご参加ください。

　サークル同士の交流を深めることを目的に、市内で活動されている
子育て仲間が今年も集合！！　
　10 月 26 日（金）ひなたぼっこにおいて、ちびっ子達が手作りの衣装
を身にまとい、「トリックオアトリート」を合言葉にハロウィンごっ
こや、ファッションショーを楽しみました。
　まるで絵本から飛び出したようなかわいい姿に、大人達も夢中にな
りました。
　サークルについて詳しくは、ひなたぼっこまでお電話ください。

問い合わせ：ひなたぼっこ　☎（55）9260

仮装でばっちりきめちゃおう
　～ワクワクドキドキ　ハロウィン交流会 in ひなたぼっこ～

☆０歳児さん集まれ！

３月22日
（金）

離乳食や栄養面・子育てについての相
談指導＊子育て支援課管理栄養士参加

☆１歳児さん集まれ！
１月23日

（水） ミニサーキット

☆２歳児さん集まれ！
２月５日
（火）

親子で楽しむ運動あそび
３月５日
（火）

開催時間 10︰30〜11︰30

開催場所 地域子育て支援センター
ひなたぼっこ

第 10 回子育てサークル合同交流会

包装紙等で作った、手作り
おかしを交換しました☆

【人形劇】 【親子ビクス】

　新たに北部コミ
セン・ 青 谷 コミセ
ンを訪問場所とし
て、子育て中の親
子の出会いの場を
設けます。

日時 場所
３月 ８日（金）

10：00～11：30 青谷コミセン

３月 15 日（金）
10：00～11：30 北部コミセン

ぜ ひ、 お 越 し
ください☆

一緒に遊びま
しょう♪

平成30年（2018年）12月１日  （2）市の花−花しょうぶ　市の木−梅　市の鳥−しらさぎ 子育て・多世代交流施設　ひなたぼっこだより
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