令和２年度 児童館コスモス 子育て支援事業のご案内

未就学児と保護者
＜身体測定コーナー＞
＜わんぱく広場＞
【会場】１階

遊戯室

車やスクーター、

【会 場】１階 ロビー
【開催日】毎月１回 水曜日

ボール、フラフー

＜子育てひろば＞

プなどのいろいろ

【会 場】１階 幼児室

な遊具で遊べま

【開催日】毎週水・木・金曜日
※月１回、図書室で「ひろばで
あそぼう」も行っています。

※開催日時は「コスモスだより」をご確認ください。

※児童館コスモスでは、子育て支援事業の一環として、乳幼児と保護者の方々を対象とした
事業を行っていますので、ぜひご参加ください。

０歳〜

＜赤ちゃんサロン＞
赤ちゃんを囲んで、赤ちゃんマッサージやおしゃべりを楽しみ
ませんか？
【開催日】年５回 水曜日
5/27・6/17・10/21・2/3・3/10
【時 間】午前１０時〜１１時３０分
【対 象】開催日当日１１か月未満の子と保護者
※対象外のお子さんの同伴はご遠慮ください。

＜あつまれ！０・１・２＞
どなたでも
＜かみしばい＞

＜おはなし広場＞

【会 場】１階 図書室
【時 間】①午前１１時３０分〜

【会 場】１階 図書室
【時 間】午前１１時３０分〜
【開催日】年３回 金曜日

②午後

２時３０分〜

＜ゲーム広場＞
【場 所】１階 カウンター
【種 類】ぬりえ、トランプ、カルタ、将棋、
オセロ、囲碁、マンカラ、パズル
など

＜カプラ＆プラレール＞
【場 所】１階 遊戯室
【時 間】午後１時１５分〜２時３0 分
※開催日時は「コスモスだより」をご確
認してください。

児童全般・保護者

育児に関する話、わらべうたやリズム遊び、劇遊びなど親子
で楽しめる活動を行います。
【開催日】年９回 土曜日（７月・１２月・２月を除く）
4/18・5/9・6/13・8/29・9/12・10/24・11/21・2/6・3/13
【時 間】午前１０時〜１１時３０分
【対 象】開催日当日、０〜３歳までの子と保護者

＜ママボディメイク＞

※事前申込みが必要・先着順

〜赤ちゃんといっしょにできる産後エクササイズ〜
【開催日】年１１回 火曜日 (1/14 のみ木曜日)
4/14・5/12・6/9・7/14・9/8・10/13・11/10・12/8・1/14・2/2・3/9
【時 間】午前１０時〜１１時３０分
【対 象】１か月健診済み〜１歳６か月までの子と保護者１８組
【持ち物】ヨガマットか大きめのバスタオル、だっこひも、
汗拭きタオル、飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
（スカートはご遠慮ください。）

＜子ども家庭相談＞

【申込み】開催日の２週間前

子育てに関する不安や悩みなどお気軽にご相談ください。
【開催日】 火曜日〜土曜日

＜ベビーダンス＞

【時 間】

午前９時〜午後４時

☆開催日や申込みなどの詳しい情報は、必ず毎月発行の「コスモスだより」でご確認ください。
※事前に申込みが必要な事業については、必ず本人または家族からお申込みください。
※申込み期限が決まっている事業については、定員に達した時点で申込み終了となります。
☆新型コロナウィルスの感染拡大状況によって、変更（中止や延期など）となる可能性があり
ます。最新の情報は、児童館コスモスホームページを更新しますので、そちらをご覧ください。

※事前申込みが必要・先着順
〜赤ちゃんを抱っこしながら、音楽に合わせてレッツダンス〜

【開催日】年１０回 水曜日
4/22・5/20・6/24・7/15・9/16・10/28・11/25・12/16・1/27・2/17
【時 間】午前１０時〜１１時
【対 象】首のすわった４か月〜１歳６か月までの子と保護者
１５組
【持ち物】ヨガマットか大きめのバスタオル、だっこひも、
汗拭きタオル、飲み物、体温計
※動きやすい服装でお越しください。
【申込み】開催日の２週間前

越谷市立児童館コスモス
〒343-0042 越谷市千間台東二丁目９番地
電話：048−978-1515

【開館時間】午前９時〜午後５時
【休 館 日】毎週月曜日
年末年始（12/29〜1/3）
臨時休館日
(月曜日が祝日・振替休日の場合は
翌火曜日が休館)

午前９時〜 電話受付

＜ママと一緒に baby ヨガ＆マッサージ＞

午前９時〜 電話受付

※事前申込みが必要・先着順

【開催日】年３回 4/28(火)・6/30(火)・8/5(水)
【時 間】午前１０時〜１１時
【対 象】首のすわった４か月〜１歳６か月までの子と保護者 20 組
【持ち物】ヨガマットか大きめのバスタオル、汗拭きタオル、飲み物
※動きやすい服装でお越しください。
【申込み】開催日の２週間前

午前９時〜

電話受付

０歳〜

＜ミルキーママスクール＞

※事前申込みが必要・先着順

●救急法●子どもとの関わり方●乳幼児の食生活

<英語でリトミック遊びを楽しもう>
♪ママと一緒ににっこりリトミック♪

●乳幼児のかかりやすい病気

【開催日】

●身体機能の発達●ことばの発達（予定）

【時
【対

【開催日】 年６回 金曜日

年 6 回 水曜日
10 時〜10 時 45 分

象】

1 歳 6 か月以上の乳幼児と保護者（当日自由参加）

＜３歳児わくわくクラブ＞ ※事前申込みが必要・先着順

間】 午前１０時〜１１時

クラブ

親子で工作やゲームをしながら、お友達をつくりませんか。

※講座によって終了時間が変わります。
【対

【開催日】全７回

象】 ２歳までの子をもつ保護者および妊娠中の方
容】 保護者を対象とした育児に関する講座

【申込み】 開催日の２週間前 午前９時〜 電話受付、

桜井公民館との共催事業
体操などを通して父と子のスキンシップの機会をつくります。
【開催日】 年５回 土曜日
6/6・9/5・1/16・2/13・3/6
【時

間】 午前１０時〜１１時

【対

象】 未就学児と父親または保護者 ２５組

子どもと保護者が一緒にあそびを楽しむ行事です。
① ２歳以上の子と保護者対象
【開催日】年７回

【時

水曜日

5/13・6/10・9/9・10/7・11/18・1/13・3/3

③アスレチック
（トランポリン、マット、跳び箱、平均台など）
【開催日】年１１回、金曜日（８月を除く）
4/17・5/15・6/19・7/10・9/4・10/16・11/13・12/18・1/8・2/12・3/19

【時

間】、午前９時３０分〜１１時３０分

【対

象】

平成２８年４月２日〜平成２９年９月３０日に
２４組

４月３０日（木）午前９時〜 電話受付

※事前申込みが必要・先着順

わらべうた遊びや描いたり、作ったりして、親子で楽しめる活動を行います。
【開催日】

全4回

【時

間】

午前１０時〜１１時

【対

象】

平成２９年

【申込み】

1/21（木）
・1/28（木）
・2/4（木）
・2/10（水）
４月２日〜平成３０年４月１日に生まれた子と保護者 ２４組

◎初めて参加の方
令和３年

１月

７日（木）午前９時〜

電話受付

◎３歳児わくわくクラブに参加した方
令和３年

１月１４日（木）午前９時から２２日（水）午後５時まで

＜コスモスなかまクラブ（なかまほいく事業）＞

※事前申込みが必要・先着順

子どもの預け合いをして仲間作りをします。
「あずける日」は子どもを仲間に預け、楽しい講座
で子育ての息抜きをして気分をリフレッシュ。
「あずかる日」は仲間の子どもの保育を行います。
【開催日】木曜日

全１０回

9/10・9/17・9/24・10/8・10/15・10/22・10/29・11/5・11/12・11/19

間】午前１０時〜１０時４５分

② 季節に応じた作品づくり
【開催日】年４回、
・こいのぼり 4/25（土）・七夕 7/4（土）
・クリスマス 12/2（水）・おひなさま 2/25（木）
【時 間】午前１０時〜１１時３０分

午前 10 時 00 分〜１１時００分

＜２歳児げんきクラブ＞

午後１時３０分〜電子申請受付

＜親子であそびましょう！＞

間】

【申込み】

【申込み】 開催日の２週間前 午前９時〜 電話受付、

１歳〜

【時

生まれた子と保護者

午後１時３０分〜電子申請受付
※職員とボランティアによる、お子さんの同室保育があります。

＜パパも一緒にあそぼう＞ ※事前申込みが必要・先着順

木曜日

5/14・5/21・5/28・6/4・6/11・6/18・6/25

２５組
【内

5/6・6/3・9/2・10/14・11/4・1/20

間】

5/8・7/17・9/11・11/27・1/15・3/5
【時

子供とリフレッシュできて、楽しい時間を過ごせます。

【時

間】

午前１０時〜１１時５０分

【対

象】

開催日当日４か月〜2 歳未満の乳幼児と保護者１２組

【申込み】

８月

５日（水）午前９時〜

【会

場】

電話受付

２階

集会室等

※１０回全て参加できる方

※参加費３,０００円（詳細は、コスモスだよりにてお知らせします）

《乳幼児と保護者が参加できるイベント》
毎年１０月の金曜日に「子育てフェスティバル」を開催しています。このイベントでは、０歳か
ら未就学児を対象に親子で楽しみながら遊べる行事をたくさん用意しています。
昨年度は、寝ぞうアートやベビーマッサージ、０歳からご覧いただけるプラネタリウム無料投
影などを行いました。この機会にぜひご参加ください。

