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地域子育て支援センター
いずれも電話での申込みは申込み順、往復はがきでの申込みは抽選になります。

日程 講座名（内容） 対象 費用

無料ふれあい遊び
「かわいい！ ベビーサンタだよ♪」

〈申込み〉　12/7（月）から電話で森のひろばへ（13：00～15：30）

12/21（月）
　10：00～11：00

☆森のひろば（七左町2-152　越谷わかばの森ナーサリー内）　☎993－4154

3カ月～5カ月のお子さんと
保護者10組

日程 講座名（内容） 対象 費用

50円簡単なクリスマス製作

〈申込み〉　12/2（水）から電話でげんきへ（13：00～17：00）

12/22（火）
　10：00～11：00

☆げんき（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

2歳～就学前のお子さんと
保護者15組

日程 講座名（内容） 対象 費用

無料

子育て講座
「イヤイヤ期と向き合うために」
相談コーナー
「困っていることはありませんか？」

〈申込み〉　12/7（月）から電話できらきらへ（13：00～14：00）

12/10（木）
　9：50～10：50

☆きらきら（谷中町2-88-4　松沢保育園内）　☎080－1058－3953

1歳のお子さんと保護者10組

日程 講座名（内容） 対象 費用

無料れいんぼう「楽器で奏でよう」

〈申込み〉　11日（金）は受付中、22日（火）は12/11（金）から電話ですくすくへ（13：00～16：30）

12/11（金）・22（火）
　10：00～11：00

☆すくすく（七左町1-347　南越谷保育園内）　☎990－5003

下記年齢のお子さんと
保護者各20組
11日 ： 1歳
22日 ： 2歳～就学前

日程 講座名（内容） 対象 費用

50円「クリスマスパーティーをしましょう」

〈申込み〉　12/12（土）（消印有効）までに、往復はがきに希望講座名・住所・親子の氏名（ふりがな）・お子さ
んの年齢・電話番号を記入し、たけのこ（〠343-0034 大竹815-1）へ

12/21（月）
　10：00～11：00

☆たけのこ（大竹815-1　おおたけ保育園内）　☎977－5311

1歳～就学前のお子さんと
保護者20組

日程 講座名（内容） 対象 費用

無料寺親屋「ガーランド作り」
持ち物：お子さんの古着

〈申込み〉　予約不要

12/25（金）
　10：30～11：30

☆ちきんえっぐ（平方3207-1　越谷どろんこ保育園内）　☎970－2280

0歳～就学前のお子さんと
保護者

日程 講座名（内容） 対象 費用

無料親子で体操いち・に・さん！
担当：秋山さん

〈申込み〉　12/1（火）から電話でこあら教室へ（10：00～16：00） 

12/15（火）
　10：30～11：30

☆こあら教室（大間野町5-147-1　小牧幼稚園内）　☎985－4890

2歳～就園前のお子さんと
保護者8組

日程 講座名（内容） 対象 費用

無料あおいとり・栄養士講座
「離乳食について」

〈申込み〉　12/1（火）から電話であおいとりへ（13：00～16：30） 

12/8（火）
　10：00～11：00

☆あおいとり（川柳町1-582-1　埼玉東萌保育園内）　☎973－7463

0歳～1歳のお子さんと保護者

日程 講座名（内容） 対象 費用

無料
♪子育て絵手紙サークル
「年賀状を描く」
講師は西川秀子さん

〈申込み〉　12/1（火）から電話でのびるば広場へ（8：30～16：30）

12/12（土）
　10：00～11：30

☆のびるば広場（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

大人25人
（有料保育あり）

日程 講座名（内容） 対象 費用

無料出前保育in大袋地区センター
（親子DEリズム＆おたのしみシアター）

〈申込み〉　予約不要。月曜～土曜日の9:00～16:00に園庭開放、毎週水曜日の11:30～12:30（ランチ
タイム）に室内開放しています

12/17（木）
　10：00～11：30

☆たんぽぽ（袋山1956-1　袋山保育園内）　☎979－0520

0歳～就学前のお子さんと
保護者

子育てサロン

〈申込み〉　12/15（火）までに、電話（フェリーチェ☎080-2244-9805（火・木・土10：00～16：00））、またはメ
ールに講座名・親子の氏名・お子さんの年齢・月齢・住所・電話番号、件名に「フェリーチェ講座申込み」と記
入し、申込専用アドレスfelice@koko-chao.comへ。各講座に重複して申込み可で市内在住の方。応募多
数の場合は抽選となります

日程 講座名（内容） 対象 費用

①1/12（火） 1月生まれのお誕生会 就学前で1月生まれのお子さんと
保護者10組

②1/19（火） はじめてのフラダンス♪ 就学前のお子さんと保護者6組
無料

③1/26（火） ふぇりーちぇらんど1歳
（ふれあい遊び、サロンなど） 1歳のお子さんと保護者10組

④1/29（金） 上手なお医者さんのかかり方
（すくすくリサーチ隊による講座） 就学前のお子さんと保護者15組

□みんなのひろばフェリーチェ ☎971－3808（子育てサポーターチャオ事務局内）
会場…①②③コープ北越谷コープメイト2階、④ほっと越谷
時間…いずれも10：30～11：30

〈申込み〉　12/14（月）（消印有効）までに、はぐはぐホームページから申込みフォームで、または往復はがき
に講座名・実施日・住所・親子の氏名（ふりがな）・お子さんの年齢・電話番号を記入し、つどいの広場はぐは
ぐ（〠343-0023東越谷3-6-23生活クラブ生活協同組合越谷生活館内1階）へ。往復はがき1枚につき1講
座の申込み。市内在住の方。応募多数の場合は抽選となります

日程 講座名（内容） 対象 費用

③1/27（水） かるがも広場
（わらべ唄と手遊び、絵本の読み聞かせ等）

就園前のお子さんと
保護者10組

①1/18（月） 赤ちゃん広場
持ち物：バスタオル

3カ月～10カ月のお子さんと
保護者10組

②1/26（火）

ママのキャリアアップ講座
「あなたの魅力と仕事再発見」
（埼玉県女性キャリアセンターの出前セミナー）
持ち物：筆記用具

就園前のお子さんをもつ
保護者20人
＊託児は10人まで（要予約）

無料

□つどいの広場はぐはぐ ☎080－2055－2092
〈ホームページ http://hug-hug-koshigaya.jimdo.com/〉
会場…生活クラブ越谷生活館
時間…②は10：30～12：00、その他はいずれも10：30～11：30

〈申込み〉　12/14（月）（消印有効）までに、往復はがきに講座名・実施日・住所・親子の氏名（ふりがな）・お
子さんの年齢（講座受講時）・電話番号を記入し、子育てサロン（〠343-0845南越谷1-11-4新越谷駅ヴァ
リエ1階）へ。1人1講座のみで市内在住の方。応募多数の場合は抽選となります

日程 講座名（内容） 対象 費用
6カ月～1歳未満のお子さんと
保護者10組 100円赤ちゃんとあそぼう

6カ月～1歳未満のお子さんと
保護者10組

赤ちゃんと英語であそぼう
持ち物：フェイスタオル

1歳6カ月～3歳未満のお子さんと
保護者10組

冬も元気におにはそと！
持ち物：水分補給用の飲み物

3カ月～6カ月のお子さんと
保護者10組

ベビーのためのエクササイズとマッサージ
持ち物：赤ちゃんの水分補給用の飲み物、
バスタオル

就学前のお子さんと保護者10組
保育園の先生の親子講座
「わくわくひろば」
（親子のふれあい遊び・子育てのポイント等）

①1/7（木）

⑤1/21（木）

1歳～1歳5カ月のお子さんと
保護者10組親子遊び・からだ遊び⑥1/28（木）

③1/15（金）

②1/14（木）

④1/16（土） 無料

□子育てサロン ☎961－3623
会場…①②⑤⑥子育てサロン（ヴァリエ）、③④住まいの情報館（大吉464-1）
時間…④は10：30～12：30、その他はいずれも10：30～11：30

保育ステーション

日程 講座名（内容） 対象 費用

〈申込み〉　いずれも12/7（月）から電話で北越谷保育ステーションへ（10：30～16：00）

◯北越谷保育ステーション（大沢3-6-1パルテきたこし3階） ☎970－8200

お誕生日会
12月生まれのお友達をお祝いしよう！！

12/9（水）
　10：00～11：00

1歳～就学前のお子さんと
保護者10組 無料

おやつ代
100円

おやつを食べよう
お友達と一緒におやつを食べて遊ぼう！
「マドレーヌ」

12/10（木）
　15：00～16：00

1歳6カ月～就学前の
お子さんと保護者6組

日程 講座名（内容） 対象 費用

〈申込み〉　いずれも12/1（火）から電話で南越谷保育ステーションへ（8：30～16：30）

◯南越谷保育ステーション（南越谷1-12-11イーストサンビル2  5階） ☎987－6300

子育てハンドメイドサークル
「毛糸で作るクリスマスオーナメント」
持ち物：使いたい毛糸と木の枝（ある人）

12/9（水）
　10：00～11：00

0歳～就学前のお子さんと
保護者10組 250円

おやつの日
保育園で人気のおやつ
「ショートブレッド」

12/7（月）
　15：00～15：30

0歳～就学前のお子さんと
保護者10組

おやつ代
100円

上記のほか、
☆おひさまの子（東越谷8-180　増林保育所内）  ☎960－5800
☆にこにこ（北川崎729-1　新方保育所内）  ☎970－5611
☆ぽかぽか（南荻島330-1　荻島保育所内）  ☎971－8115
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
（こしがや子育てネットのURL・バーコードはこのページの右上に記載しています）。

日程 講座名（内容） 対象 費用

無料

〈申込み〉　12/1（火）から電話でおへその広場へ（9：00～16：00）

12/9（水）
　10：00～11：30

☆おへその広場（相模町3-220-1　の～びるこどもの家保育園内）　☎988－8180

地域のお子さんと保護者50組
みんなでお餅つき
～保育園の中庭で、日本の伝統行事
を楽しみませんか？～

下記以外の子育て講座の情報は「こしがや子育てネット」
（http://koshigaya-kosodate.net/）をご覧ください。


