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イベント

講座・教室

各種相談

健

康

広報こしがや 令和3年
（2021年）
11月号

子 育 て

19

地域子育て支援センター
下記のほか、おひさまの子
（東越谷8-41-1）
、にこにこ
（北川崎729-1）
、ぽかぽか
（南荻島330-1）
でも
子育て講座を開催しています。詳しくは
「こしがや子育てネット」
をご覧ください。子育て電話相談は各地
域子育て支援センターへ。

すくすく

たけのこ

げんき

きらきら

七左町1-347
（南越谷保育園内）
☎990-5003

大竹815-1
（おおたけ保育園内）
☎977-5311

レイクタウン8-3-5
（越谷レイクタウンさくら保育園内）
☎988-0863

谷中町2-88-4
（松沢保育園内）
☎080-1058-3953

「クリスマスパーティー」

子育て広場
「ペープサー
トと絵本の読み聞かせ」

申込み：12月6日㈪から
電話で申し込み
（13:00〜
16:30）

子育て講座
「いやいや期
と向き合うためには」
ご相談タイム
「困ってい
ませんか？」
日時：12月9日㈭、
9:50〜10:50
対象：1歳以上のお子さん
と保護者10組
申込み：11月29日㈪から
電 話で申し込み
（13:00〜
15:00）

すくすく
「お誕生会」
日時：12月21日㈫、
10:00〜11:00
内容：12月生まれのお子
さんのお祝い、身体測定、
手形取り

日時：12月22日㈬、
10:00〜11:00

対象：1歳〜就学前のお子
さんと保護者5組（12月生ま
れのお子さん優先）

申込み：12月7日㈫から
電話で申し込み
（13:30〜
15:30）

申込み：12月10日㈮から電
話で申し込み
（13:00〜16:30）

対象：1歳〜就学前のお
子さんと保護者10組

日時：12月22日㈬、
10:00〜10:45
対象：0歳〜就学前のお
子さんと保護者10組

森のひろば

相模町3-220-1
新越谷1-31-18
（認定こども園わかばの森ナーサリー内）（の〜びるこどもの家保育園内）
☎993-4154
☎988-8180
親子でふれあい遊び
「はじめてのクリスマス
★」
〜子育て相談〜
日時：12月17日㈮、
10:00〜11:00
対象：3カ月〜5カ月のお
子さんと保護者5組
申込み：12月1日㈬から
電話で申し込み
（13:00〜
15:30）

たんぽぽ

のびるば広場

こあら教室

あおいとり

ちきんえっぐ

袋山1956-1
（袋山保育園内）
☎979-0520

南越谷1-12-11イースト
サンビル2-5階Ａ
（南越谷保育ステーション隣）
☎987-7088

大間野町5-147-1
（認定こども園小牧内）
☎985-4890

川柳町1-582-1
（埼玉東萌保育園内）
☎973-7463

平方3207-1
（越谷どろんこ保育園内）
☎970-2280

英語で遊ぼう

親子製作 ぺたぺた
「ペットボトルツリー作り」

クリスマス製作〜
親子でクリスマスの飾り
を作りましょう〜

親子体育教室
日時：12月13日㈪、
10:00〜11:30
内容：体育専任の先生
と運動あそび
対象：0歳〜就学前のお
子さんと保護者10組
申込み：12月10日㈮か
ら電話で申し込み
（13:00
〜16:00）

お 知 ら せ

♪子育て小学習会
「こと
ばの大切さ〜生活の中で
楽しく言葉を育てよう〜」
日時：12月18日㈯、
10:00〜11:00
講師：文教大学教授の小
野里美帆さん
対象：大人10人
申込み：11月8日㈪から
電話で申し込み
（8:30〜
16:30）

＊詳しくは各記事内の
二次元コードから市
ホームページをご覧
ください

令和4年度学童保育室利用
申請を受け付けます
∫ 青少年課（第二庁舎2階）
☎963-9158

令和4年4月から学童保育室を利用したい方の申請を
一斉に受け付けます。詳しくは、
「令和4年度学童保育室
利用のご案内」
をご覧ください。受け付けは事前予約制
で実施します。
〇事前予約
■日時：11月1日㈪〜18日㈭（1日は10：00から、18日は17：
00まで）。詳しくは市ホームページをご覧ください
〇一斉受付
■日時：11月21日㈰〜24日㈬、9：00〜17：00
■会場：市役所第二庁舎5階大会議室
■対象：保護者および同居親族の就労、就学、技能訓
練、出産、疾病、障がい、介護、看護、災害、求職活動等
により保育が必要な小学生
■申請に必要な書類：令和4年度学童保育室利用申請
書
（お子さん1人につき1枚）
、利用を必要とする理由を証
明する書類
（在職証明書、診断書等。父母は必須。そのほ
か、
すべての同居成人親族が15：00以降家庭にいないこと
を証明する書類）
＊利用のご案内と申請に必要な書類は青少年課、各学
童保育室、市内の各保育所
（園）
・幼稚園で配布してい
ます
＊書類不備の場合は審査ができず保留となります

掲載した市役所各課の電話番号は直通番号です
市外局番は
（048）
です

日時：12月16日㈭、
13：15〜14:15
講師：Timさん
対象：2歳以上で就園前
のお子さんと保護者3組
申込み：12月7日㈫から
電話で申し込み
（10:00〜
16:00）

日時：12月16日㈭・23日㈭、
10:00〜11:00
対象：0歳〜就学前のお
子さんと保護者各5組
申込み：12月15日㈬から
電話で申し込み
（13:00〜
16:30）

ひとり親家庭等医療費
支給制度

∫ 子ども福祉課（第二庁舎2階）
☎963-9166

母子家庭や父子家庭、養育者（父または母と
生計を同じくしていないお子さんを育てている
方）、または父か母に一定の障がいがある家庭
の方が、医療保険制度で医療機関等にかかった
場合、支払った医療費の一部を助成します（所
得制限あり。助成を受けるには、事前登録と申
請が必要）。
〇現況届をご提出ください
現 在 受 給 中の方に、現 況 届をお送りします
（児童扶養手当受給者を除く）。11月19日㈮ま
でに子ども福祉課へご提出ください。

子育て世帯生活支援
特別給付金
∫ 子ども福祉課☎963-9166

ひとり親世帯分
■支払い時期：申請・審査後随時
■給付額：お子さん1人当たり5万円
■対象：平成15年4月2日（一定の障
がいのあるお子さんは13年4月2日）
〜令和4年2月28日に出生したお子さ
んを養育する、次の①・②のいずれ その他世帯分
かに該当する方。①令和3年度の住民税が非課
税 ②新型コロナウイルス感染症の影響を受け
家計が急変し、年収見込み額が住民税非課税
相当
＊申し込みについて、詳しくは市ホームページを
ご覧ください

おへその広場

みんなでつくりたいおへ
その広場〜リズムあそび
や製作をしませんか？〜
日時：12月2日㈭、
10:00〜11:00
対象：0歳以上のお子さ
んと保護者5組
申込み：11月8日㈪から
電話で申し込み
（9:00〜
16:30）

日時：12月17日㈮、
10:00から・14:00から
対象：就学前のお子さん
と保護者
申込み：11月19日㈮から
電話でお問い合わせくだ
さい
（10:00〜16:00）

イ ベ ン ト
親子ふれあい自然体験
教室〜クリスマスクラフ
トを作ろう〜
∫ 環境政策課☎963-9183

■ 日 時：12 月 5 日 ㈰ 、13 : 3 0 〜
15:00
■会場：水辺のまちづくり館（レ
イクタウン4-1-4）大会議室
■内容：松ぼっくりのクリスマス
ツリー、木のミニサンタクロー
ス、ヨシのモビール
■対象：市内在住で小学生以上
のお子さんと保護者10組（保護
者1人につきお子さん1人まで。抽選） ヨシのモビール
■参加費：250円
■申込み：11月8日㈪〜12日㈮に上記二次元コード
から電子申請で申し込み

プレーパーク・出張プレーパーク
∫ 青少年課☎963-9308

■日時：①プレーパーク…12月4日㈯・5日㈰、11:00
〜16:00。小雨決行 ②出張プレーパーク…11月28
日㈰、11:00〜15:00。雨天中止
■会場：①原っぱ公園（西大袋土地区画整理事業
地内） ②七左第四公園（新越谷1-60）予定
■対象：どなたでも ■参加費：無料
■申込み：当日会場へ
＊事前に電子申請をすることで、受付
票の記入を省略できます
かぜのような症状がある場合は来所をお控えください
来所時はマスクの着用および手洗い・消毒をお願いします

