ぽけっとだより 2017 年 10 月号
宗岡子育て支援センターは、就学前の
お子さんと保護者が気軽に集まり、
交流の輪を広げる場です。
月曜日

火曜日

水曜日

自由に参加できる事業（日程はカレンダーを確認してください）

(指定管理者 ： 志木市社会福祉協議会)
利用時間/月～日曜日 ９:００～１７:００
変更日 ２３日(月)１５:００～１７:００

木曜日

土曜日

お誕生日の記念に手形か足形がとれる日

ミニミニ講座

育児やあそびに関する情報提供

日曜日

ミニミニ誕生会

１ 癒されタイム受付開始
あそびの広場12:00-13:00

おおきくなったね
おもしろタイム

広場のみんなで祝うお誕生日会
身長・体重の計測
ボラティアさんによる「紙芝居や折り紙」他

おはなしいっぱい ボランティアさんによる「わらべうたやよみきかせ」他

午後

２

３

午前

かわいいおてて9:30-11:30
青空（かすみ）10:00-11:30

午後

かわいいおてて14:30-16:00
９ 体育の日

１０
おひるねアート受付開始

４

５
ハンドベル9:30-11:00
ミニミニ講座11:10-12:00

１１

１２

６
青空ぽけっとin学童（宗小）
10:30-11:45

１３

７

８
あそびの広場12:00-13:00

みんなのおてて

【専門相談】

成長の記念に家族で手形がとれる日
※参加費

※色紙代 50 円

一家族５０円（色紙代）

※都合により相談がお受けできない場合もあります。

みんなのおてて9:30‐12:00

健康相談（小児科専門医）発育や発達に関すること

みんなのおてて12:00‐16:00
おもちゃクリニック13:30-15:00
えいが会15:30-16:30
１４
１５
おひるねアート締切
あそびの広場12:00-13:00

まんま相談（栄養士）

ベビーマッサージ10:30-11:30
おおきくなったね10:00-11:00
青空ぽけっとin学童（宗小） みんなのおてて9:30‐12:00
おもしろタイム11:30-11:50
10:30-11:45

青空（かすみ）10:00-11:30

午前

離乳食や偏食など食事に関すること

おっぱい相談（助産師）授乳や卒乳など母乳に関すること
保健相談（保健師）健康や育児に関すること

【みんなであそぼ】（児童センター共催）
親子で体を動かす集団遊び

テーマ『みんなでファイト!!』

みんなのおてて12:00‐16:00

午後

１６
リトミック受付開始

１７

午前 健康相談10:30-11:30

青空（羽根倉）10:00-11:30

午後

たんぽぽ広場スペシャル
２３ 休館（9:00-15:00）
２４
あそびの広場15:00-16:30
青空(羽根倉）10:00-11:30

午前

１８
癒されタイム締切

１９

癒されタイム10:30-11:30

２１

かわいいおてて9:30-11:30
青空ぽけっとin学童（宗小）
10:30-11:45

みんなのおてて9:30‐12:00

まんま相談15:00-16:00

かわいいおてて14:30-16:00
おっぱい相談15:00-16:00

みんなのおてて12:00‐16:00

２６

27

２８

みんなであそぼ11:30-11:50 ハンドベル9:30-11:00

２５
リフレッシュ講座受付開始

２０
リトミック締切

おおきくなったね10:00-11:00
青空ぽけっとin学童（宗小）
保健相談10:00-11:30
10:30-11:45
おはなしいっぱい11:30-11:50

２２
あそびの広場12:00-13:00

【おもちゃクリニック】
ボランティアの「おもちゃドクター」が修理します。
◆修理費は無料（部品は実費）◆修理不能もあります。
※７日（土）のおもちゃクリニックは「どろんこ保育園内ちきんえっぐ」で開院

【児セビクス】（児童センター共催）※毎日１１:３５～（学校休業日除く）
２９
あそびの広場12:00-13:00

みんなのおてて9:30‐12:00

みんなで「秘伝♪ラーメン体操」をしましょう。

【えいが会】－児童センター・宗岡第二公民館共催－
とき/７日（土）時間/１５:３０～１６:３０
場所/児童センター（秋ヶ瀬スポーツセンター２階）

内容/「忍たま乱太郎」他

みんなのおてて12:00‐16:00

午後

３０

午後

かわいいおてて

今月は拡大版「正しい手洗いのポイント」
金曜日

午前

午前

【あそびの広場】

３１
リトミック10:30-11:30
青空（深町）10:00-11:30

10 月 1 日から全国一斉共同募金運動が始まります。
皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

【癒されタイム】※リニューアルしました
①10:30～ ②10:50～ ③11:10～
内容/ハンドリフレと肩のマッサージ体験（20 分）対象/未就学児と保護者
定員/３名(先着順) 申込み/1 日（日）～18 日（水） ※児の保育あり

【青空ぽけっと】―児童センター共催―

【青空ぽけっと in 学童】―児童センター共催―

～宗岡子育て支援センターの「あそびの広場が」公園に出向きます～
と き/①１０月３日・１０日（火） ②１７日・２４日（火） ③３１日（火）
ところ/①かすみ児童公園 ②羽根倉児童公園 ③深町児童公園
時 間/１０:００～１１:３０
内 容/親子自由遊び・みんなで体操や手遊び等も楽しみましょう
対 象/未就学児と保護者

～宗岡子育て支援センターの「あそびの広場」が
お近くの学童保育クラブに出向きます～
と き/１０月の毎週金曜日
ところ/宗岡学童保育クラブ（宗岡小学校敷地内）

※車での来場はご遠慮ください。
※申込みはいりません。直接会場へお越しください。
※雨天・強風など天候不良の場合は中止です。

※申込みはいりません。直接会場へお越しください。
※車での来所はご遠慮ください。

時
内
対

間/１０:３０～１１:４５
容/親子自由遊び、体操や手遊び等もします。
象/未就学児と保護者

【たんぽぽ広場スペシャル】今月は「おひるねアートを体験しよう」です
とき/17 日（火） ①13:30～14:30 ②14:30～15:30
対象/0 歳の子と保護者（兄弟児の参加可）
定員/各回 5 組 参加費/200 円
申込み/10 日（火）から 14 日（土）に
電話か来所で(先着順)

親子講座【リトミック】-児童センター共催とき/１０月３１日（火）１０:３０～１１:３０
内容/親子リトミックの体験
対象/１歳以上の歩行の可能な子と保護者
定員/１０組（先着順）
場所/上木町内会館
申込み/１６日（月）～２０日（金）
来所か電話で ※兄弟児保育は要相談
宗岡子育て支援センターは総合福祉センター改修工事に伴
い現在、
「秋ヶ瀬スポーツセンター3 階」に移転しています
ご不明な点等ありましたら、お問合せください。
【利用料金一部改正について】
宗岡・いろは・西原子育て支援センターでは、平成２９年１月１
日から、利用されるお子さん、もしくは保護者（付き添い）の方
のどちらかが市内在住（在勤）の場合は、無料になりました。詳
しくは、職員にお問い合わせください。
http://www.shiki-syakyo.or.jp/kosodate-c.html
志木市社会福祉協議会のＨＰから「ぽけっとだより」を見ること
ができます。ご利用ください。

【リフレッシュ講座】-児童センター共催①「ストレッチを楽しもう」 講師/鎌田美希氏
とき/11 月 21 日(火)１０:００～１１:３０
内容/ストレッチを体験します。
②「手工芸を楽しもう」 講師/羽田野尚美氏
とき/11 月 27 日(月)１０:００～１１:３０

【なかまほいく】参加者募集
日時/11 月 1 日(水)から 12 月 20 日(水)まで
の毎週水曜日(全 8 回) 10:00～12:00
※７回目のみ 12/12（火）
内容/親子遊び、預け合いなど
場所/宗岡公民館
対象/0～3 歳の子とその保護者
費用/1 回 450 円×8 回=3600 円
申し込み/10 月 25 日(水)までに
志木市社会福祉協議会 地域福祉グループへ
電話/048-474-6508

内容/消しゴムはんこでカード作りを体験します。
場所/児童センター（秋ヶ瀬スポーツセンター２階）
対象/未就学児の保護者（保育あり）
定員/各８人(保育定員/各８人)
参加費/①50 円 ②350 円

今年度
初回優先

申込み/25 日(水)～11 月 3 日(金) 電話か来所で
＊お申込みの際に第１、第 2 希望をお伝えください。

【 写 真 の 撮 影 ･ 掲 載 に つ い て の お 願 い 】
ご利用の際に撮影させていただいた写真を、通信・ホーム

(子育て相談） 月～日曜日
子どもとの関わり方、発育、発達など子育てに関
することや、保護者自身についての相談をお受け
します。
来所相談 ９:００～１７:００
電話相談 ９:００～１７:００
（個別相談をご希望の方は要予約）

志木市宗岡子育て支援センター「ぽけっと」
開所時間 ９：００～１７：００
住所:志木市上宗岡４－２５－４６（秋ヶ瀬スポーツセンター３階）
電話:０４８－４８５－３１０２
FAX:０４８－４８７－７５３３
Mail:kosodate-c@shiki-syakyo.or.jp

ページ等に掲載する場合があります。
当センターでは、撮影及び掲載についての承諾の署名をい
ただき、個人情報の管理を徹底して参ります。皆様のご理解、
ご協力をお願いいたします。なお、他事業所との共催事業に
ついては、口頭・書面等で確認をさせていただきます。また、
利用者の皆様が施設内で撮影したものは、個人として楽しむ
ことは差し支えありませんが、インターネット等への公開や
印刷物にして配布すると、法律にふれる可能性がありますの
でご注意ください。

