
杉戸子育て支援センター�たんぽぽ
杉戸子育て支援センター たんぽぽ　☎ (37) 1504問合せ

杉戸町で楽しい子育てライフ！

年齢別育児教室

日  時 教室名 対 象 内 容

4月 3日㈮　
��10時～ 10時 45分

いちごちゃん
0歳親子
（15 組）

空容器で
遊ぼう

4月 3日㈮　
��11時～ 11時 45分

みかんちゃん
1歳親子
（15 組）

4月 10日㈮
��10時～ 10時 45分

りんごちゃん
2・3歳親子
（20 組）

参加費無料、予約制・先着順（3月 17 日㈫から受付開始）
出前ひまわり広場

参加費無料、予約不要（受付は直接会場にて）
対象は、就学前の乳幼児親子です。

日  時 会 場 内 容

3 月 19 日㈭
��10 時～ 11時 30分

南公民館 カード作り

4月 9日㈭
��10 時～ 11時 30分

南公民館 変身ごっこで遊ぼう

イベント名 日　時 対　象 備　考

お話広場
3月17日㈫
4月7日㈫
��11時40分～ 12時

未就園親子 内容／絵本読み聞かせ（参加自由）

誕生会
3月24日㈫
��10時～ 11時

3月生まれの
1～ 3歳親子

一緒にお祝いしたい親子も参加できます。

保健師による子育て相談、
身長・体重測定

4月3日㈮、10日㈮
��10時～ 11時30分

就学前親子 相談員による子育て相談は随時行っています。

年齢別育児教室

日 時 教室名 対 象 内 容

4 月 6日㈪
��10 時～ 10 時 45 分

はいはい
0歳親子
（20 組）

端午の節句
製作

4月 13 日㈪　
��10 時～ 10 時 45 分
��11 時～ 11 時 45 分

とことこ
1歳親子
（各 15 組）

4月 20 日㈪
��10 時～ 10 時 45 分
��11 時～ 11 時 45 分

てくてく
2・3歳親子
（各 15 組）

参加費無料、予約制（3月 17 日㈫から受付開始）

ポラーノ広場（高野台こどもの家保育園）　杉戸町高野台西1-3-2　☎ (31)�0019問合せぜひ、お立ち寄りください。

ポ ー 広ラ ノ 場地域子育て支援センター

イベント名 日　時 対　象 備　考

誕生会
3月25日㈬　
��11時～11時30分

1～3歳親子 一緒にお祝いしたい親子も参加できます。

お話し会
3月18日㈬
��11時～11時30分

1～3歳親子 内容／絵本の読み聞かせ

モンテッソーリ活動
3月13日㈮、27日㈮
��11時～11時30分

2～3歳親子 内容／�指先を使った遊びを親子で楽しみます。

のびのび赤ちゃん
3月17日㈫
��11時～11時30分

0～12か月親子
内容／ベビーマッサージ
持ち物／バスタオル

リズムの日
3月16日㈪
��11時～11時30分

1～3歳親子 内容／リズム遊び、うた

身体測定
3月23日㈪
��10時30分～11時30分

就学前親子 健康相談にも応じます

出前ポラーノ広場
3月20日㈮
��10時30分～11時30分

乳幼児親子
会場／西公民館
内容／お楽しみ会�等

●子育て相談は随時受付けています。予約もできます。 ●子育てサークルやボランティアを行う方には、お部屋の貸出をしています。

イベント名 日　時 対　象 備　考

おもちゃ貸出

3 月 17 日㈫　
��10 時～ 12 時、13 時～ 15 時
4月 11 日㈯　
��10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

0～ 3歳親子 希望する方に「貸出カード」を作成します。

誕生会
3 月 20 日㈮
��10 時～ 11 時

1～ 3歳の親子 �一緒にお祝いしたい親子も参加できます。

子育て講習会
( 避難訓練 )

3 月 23日㈪
��10 時～ 10 時 45 分

就園前親子（20組）

内容／�正しい避難の仕方や消火器の使い
方の指導を受けます。

講師／杉戸消防署員
受付／ 3月 10 日㈫～

お話広場
3 月 14 日㈯・25 日㈬・28 日㈯・
4月 8日㈬・11 日㈯
��11 時 40 分～ 12 時

就学前親子 内容／絵本読み聞かせ（参加自由）

つどいの広場
赤ちゃんから小学生までの遊び場です。親子で歌を歌ったり、手遊びしたり楽しい時間をすごしましょう。

日 ( 曜日 ) つどいの名前 内  容 時　間 対 象 場 所 主 催 備 考

3 月18 日㈬ 出前児童館 プラ板作り 16時～ 小学生10名 たんぽぽ 泉児童館
要予約

（3月3日㈫～）

19 日㈭
おしゃべり広場 交流 10時～11時30分 未就園児・

保護者
西公民館 公民館

ヨガ参加費：500 円
＊ 持ち物：バスタ

オル、飲み物子育てママのヨガ教室 託児付きヨガ教室 10時～11時

26 日㈭ 子育てサロン ふれあい遊び など 10時～11時30分
1歳以上の未就
園児・保護者

西公民館 公民館 200 円

26 日㈭ 児童館で遊ぼう プラ板作り 13時30分～
3歳児以上の幼児・
小学生20名

泉児童館 泉児童館
要予約

（3月3日㈫～）

4 月 2 日㈭ おしゃべり広場 交流 10時～11時30分
未就園児・
保護者

西公民館 公民館

4 日㈯ 児童館で遊ぼう
スウィーツデコ

（紙粘土工作）
13時30分～ 小学生15名 泉児童館 泉児童館

要予約
（3月17日㈫～）

9 日㈭ 赤ちゃんサロン ふれあい遊び など 10時～11時30分 0歳児・保護者 西公民館 公民館 200 円

10 日㈮ 出前児童館
スウィーツデコ

（紙粘土工作）
16時～ 小学生15名 たんぽぽ 泉児童館

要予約
（3月17日㈫～）

泉児童館�☎ (38)�2800
杉戸子育て支援センター「たんぽぽ」�☎ (37)�1504
泉子育て支援センター「ひまわり」�☎ (38)�0681

高野台こどもの家保育園�☎ (31)�0018
西公民館（ぽっぽはうす）☎ (32)�6388

問合せ

泉子育て支援センター�ひまわり
泉子育て支援センター ひまわり　☎ (38) 0681問合せ

すぎめー。
 「すぎめー。」では、子育て・防災・防犯・生涯

学習など、ジャンルごとに様々な情報を発信し

ています。皆様の登録をお待ちしています。

杉戸町メール配信サービス

2015すぎとの子　こどもまつり

「おさがり交換会」開催！
日時　5月9日㈯　10時～11時45分
場所　カルスタすぎと
＊�4月7日㈫～4月25日㈯の期間に、捨てるには
もったいないお子さんの服や小物など（おさ
がり品）を回収し、入場券と引き換えます。
【回収場所は子育て支援センター・児童館】

＊�詳細は3月号のたんぽぽ通信、児童館ひまわ
り通信、町ホームページをご覧ください。

4月より開催場所が追加されます！
・泉子育て支援センターひまわり出前広場を南地区本郷会館でも行います。
・出前児童館を西公民館でも行います。
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