
泉子育て支援センター ひまわり

杉戸町大字宮前 75-1　☎ (38) 0681問合せ

年齢別育児教室

日 時 教室名 対 象 内 容

12 月 2日㈪
��10 時～ 11 時

はいはい
0歳児親子
（20 組）

親子でミニミニ
クリスマスに参
加します。

12月 9日㈪
��10 時～ 11 時
��11 時～ 12 時

とことこ
1歳児親子
（各 15組）

12 月 16 日㈪
��10 時～ 11 時
��11 時～ 12 時

てくてく
2・3歳児親子
（各 15組）

参加費無料、予約制（11月 15 日㈮から受付開始）

杉戸子育て支援センター たんぽぽ

杉戸町杉戸 3-9-5　☎ (37) 1504問合せ

杉戸町で楽しい子育てライフ！

出前たんぽぽ広場

日 時 会 場 内 容

11 月 20 日㈬
��10 時～ 11 時 30 分

カルスタすぎと 運動遊び

12月 11 日㈬
��10 時～ 11 時 30 分

高野台保育園 保育士と遊ぼう

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。

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

ポ ー 広ラ ノ 場地域子育て支援センター

　平成25年4月、高野台に新規開設した地域子育て支援センターです。多くの皆さんと出会える
ことを楽しみにしています。ぜひお気軽にお越しください。

●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

子育て講習会
「スキンケア」

11月14日㈭��10時30分～11時 就学前親子（15組）
講師／看護師
受付／ 10月 16 日㈬～

おもちゃ貸出
11 月 21 日㈭、12 月 7日㈯
　10時～ 12時、13時～ 15時

1 ～ 3歳児の親子
内容／�希望する方に「貸出カード」を作成

します。

さくらんぼの会 11月22日㈮　10時30分～11時15分 就学前の多胎児親子 内容／親子遊び、情報交換

子育て講習会①
「親子ダンス」

11月25日㈪
　10時～ 10時45分

2歳児以上の親子
（15組）

体操ができる服装でお越しください。親子ともに裸足になります。
講師／ダンスインストラクター
受付／11月15日㈮～

子育て講習会②
パパママ応援隊「未来へ
の一歩 今日を楽しもう」
埼玉版ウーマンミクスプロジェクト事業

11月30日㈯
　9時30分～ 11時40分

0歳～就学前親子
（40組）

場所／カルスタすぎと
内容／子育て講習会、ふれあい体操
講師／早稲田大学教授　前橋�明�氏
受付／11月5日㈫～�※たんぽぽのみで受付します。

お話広場
11月27日㈬、12月4日㈬・
14日㈯　11時40分～12時

就学前親子 内容／絵本の読み聞かせ（参加自由）

誕生会 11月28日㈭　10時～11時 1～3歳児親子 一緒にお祝いしたい親子も参加できます。

ベビーマッサージ 12月9日㈪　13時30分～14時 4～8か月児親子（15組） 受付／12月2日㈪～　持ち物／バスタオル

年齢別育児教室

日  時 教室名 対 象 内 容

12 月 6日㈮
��10 時～ 10 時 45 分

いちごちゃん
0歳児親子
（15 組）

クリスマス飾
りを作ろう

12 月 6日㈮
��11 時～ 11 時 45 分

みかんちゃん
1歳児親子
（15 組）

12 月 13 日㈮
��10 時～ 10 時 45 分

りんごちゃん
2・3歳児親子
（20 組）

参加費無料、予約制・先着順（11月 15 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

11 月 21 日㈭
��10 時～ 11 時 30 分

南公民館

布を使って遊ぼう

12月4日㈬
��10 時～ 11 時 30 分

クリスマスツリー
を作ろう

12月 12 日㈭
��10 時～ 11 時 30 分

パネルシアターを
親子で見よう

つどいの広場
赤ちゃんから小学生までの遊び場です。親子で一緒に唄ったり、手遊びしたり、楽しい時間を過ごしましょう。ぜひ、遊びにきてください。

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�☎ (32)�6388
ぽっぽはうす�☎ 090�(4094)�8651

問合せ

土曜日も開室しています。（10時～ 12時）ぜひ、お立ち寄りください。

イベント名 日　時 対　象 備　考

お話し会
11月21日㈭、12月5日㈭・
12日㈭　11時～11時30分

1～ 3歳児親子 内容／絵本の読み聞かせ

のびのび赤ちゃん
11月26日㈫、12月3日㈫
　11時～11時30分

0～ 12か月児親子
内容／ベビーマッサージ
持ち物／バスタオル

誕生会 11月27日㈬　11時～11時30分 1～ 3歳児親子 一緒にお祝いしたい親子も参加できます。

モンテッソーリ活動
11月29日㈮、12月13日㈮
　10時30分～11時30分

2～ 3歳児親子 内容／指先を使った遊びを親子で楽しみます。

出前ポラーノ広場
12月7日㈯
　10時30分～11時30分

乳幼児親子
会場／西公民館
内容／クリスマス工作

イベント名 日　時 対　象 備　考

子育て講習会①
「避難訓練」

11月15日㈮　10 時～11時
就学前親子
（10組）

内容／�消防職員の指導のもと、泉保育園と一緒に訓練をします。
講師／�埼玉県東部消防組合�杉戸消防署職員
受付／ 10月 16 日㈬～

子育て講習会②
「英語で遊ぼう」

11月28日㈭　10時30分～11時
2・3歳児親子
（15 組）

英語にふれながら親子で遊びます。
受付／11月15日㈮～

子育て講習会③
「事故予防」

12月5日㈭　10 時～11時
0～3歳児親子
（15組）

講師／元消防職員
受付／11月15日㈮～

誕生会 11月22日㈮　10時30分～11時30分 1 ～ 3歳児親子 一緒にお祝いしたい親子も参加できます。

身長・体重測定
11月26日㈫　13時～15時
12月6日㈮・13日㈮　10時～12時

就学前親子 内容／保健師が測定を行います。

保健師による
子育て相談

11月26日㈫　13時～15時
12月6日㈮・13日㈮　10時～12時

就学前の親子 相談員による子育て相談は随時行っています。

泉児童館　☎ (38)�2800問合せ

日時　11月16日㈯　9時45分～12時
場所　泉児童館、泉子育て支援センター
対象　乳幼児親子、小・中学生（申込不要）

内容　�「杉の子吹奏楽団」による演奏、ふれあい
動物村、昔の遊び、バルーンアート�など

主催　子育て支援課

2013年 すぎとの子 こどもまつり

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

11月21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

28日㈭ おしゃべり広場 交流 10時～11時30分 どなたでも 西公民館 公民館

30日㈯ 児童館で遊ぼう バスケットシュート 13時30分～ 小学生10名 泉児童館 泉児童館 要予約（11/15 ～）

12月5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

7日㈯ 児童館で遊ぼう リース作り 13時30分～ 小学生10名 泉児童館 泉児童館 要予約（11/15 ～）

11日㈬ 出前児童館 リース作り 15時30分～ 小学生10名 たんぽぽ 泉児童館 要予約（11/15 ～）

12日㈭ 子育てサロン ふれあい遊び など 10時～11時30分
1歳児以上の
未就園児・保護者

西公民館 公民館 200 円

19日㈭
出前児童館 まつぼっくりツリー 15時30分～ 小学生10名 たんぽぽ 泉児童館 要予約（12/3 ～）

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
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