
 

 

 

 

 

 

 

 

 月 火 水 木 金 土 日 

 １ １ ２ １ ２ ３ 後半予約日 ４ 

午
前 

みんなのひろば 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。  

歌って踊ろう♪ 

10:00～11:30 

(10:15 開始) 

※年齢制限なし 

≪災害訓練有≫ 

みんなのひろば 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。 
閉 室 日 

みんなのひろば 

    身体測定 

1 歳 3 か月以上 

9:30～11:30 

みんなのひろば 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。 

みんなのひろば 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。 

午
後 

バブちゃんタイム

1 歳 2 か月迄 

    身体測定 
なかよしタイム     

13:00～15:00 

みんなのひろば 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

ありません。   

バブちゃんタイム 

        1 歳2 か月迄 

13:00～15:00 

バブちゃんタイム 

        1 歳 2 か月迄 

13:00～15:00 

みんなのひろば 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

 ありません。   

みんなのひろば 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

ありません。   

 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ 

午
前 

歌って踊ろう♪ 

10:00～11:30 

(10:15 開始) 

※年齢制限なし 

作って遊ぼう！ 
「クリスマス飾りを作

ろう        」※対象：1 歳

3 か月以上 

10:00～11:０0 

(10:15 開始) 

理学療法士講座 
「ファーストシュー

ズ～正しい靴選び」 

※10:00 入室 

10:15～11:30 

世界のことばで 

こんにちは！ 
♪リズム遊び・歌 

※年齢制限なし 

10:00～11:30 

キッズマッサージ 

＆親子体操 

10:00～11:30 

(10:15 開始) 

とことこさん以上 

みんなのひろば 

身体測定 partⅡ 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。 

パパサンデー 

パパだけの日 
「パパと一緒にクリ

スマスパーティー🎅」 

10:00～11:30 

午
後 

バブちゃんタイム 

なかよしタイム     

    身体測定 

※バスタオル持参 

13:00～15:00 

クリスマス 

コンサート          

13:30 入室 

時間厳守でお願い致

します         

13:45～14:45 

バブちゃんタイム 

産後のママの 

リカバリー 

13:00～15:00 

みんなのひろば 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

ありません。   

バブちゃんタイム 

        1 歳 2 か月迄 

13:00～15:00 

みんなのひろば 

身体測定 partⅡ 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

ありません。   

みんなのひろば 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

 ありません。   

               

１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ 

午
前 

オンライン☆歯科衛生

士講座『ママの歯につい

て』９:45～10:15     

みんなのひろば 

9:30～11:30 
※保育園行事の為、駐

車場のご利用は出来

ません 

クリスマス会①🎅 
９：15～１０：１５ 

(受付９：００～) 

閉 室 日 

みんなのひろば 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。 

親子でボール遊び 
「バランスボールで

遊ぼう」☆２歳以上 

(10:15 開始) 

10:00～11:30 

1２月生まれの 

お誕生日会＆ 

ハーフバースデー 
①9:30 受付 9:40

～10:２5・②10:35

受付 10:45～11:30 

歯科衛生士講座 

『ママの歯について』

10:30～11:30 
クリスマス会②🎅 
10：４5～１１：４５ 

(受付 10：3０～) 

午
後 

バブちゃんタイム 

        1 歳 2 か月迄 

なかよしタイム     

13:00～15:00 

みんなのひろば 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

ありません。   

クリスマス会③🎅 
13：15～１4：１５ 

(受付 13：００～) 

オンライン☆ベビーマ

ッサージ  3～８か月 

13:00～13:30 

みんなのひろば 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

ありません。   

みんなのひろば 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

ありません。   
クリスマス会④🎅 
14：45～１5：4５ 

(受付 14：3０～) 

ベビーマッサージ 

3 か月～6 か月 

13:45～15:00 

 

１９ ２０ ２１ ２２ ２３ 2４    2５前半予約日 

午
前 

福話来さん 

10:30～11:30 

(10:40 開始) 

オンラインあり 

もぐもぐ教室 
幼児食 ¥300 

食器        ・食具持参 

10:30～11:30 

※10:15 入室 

人形劇・クリス

マスバージョン 

劇団『にじ』 

(入室 10:15) 

10:30～11:30 

☆オンライン英語であ

そぼ！ねんねのあかちゃん

向け 10:00～10:20 
みんなのひろば 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。 

ビーンズクラブ 
ふたごちゃん、みつご

ちゃん集まれ！ 

10:00～11:30 

みんなのひろば 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。 

英語であそぼ 10:30～

11:30 10:40 開始 

※年齢制限なし 🎅 

午
後 

バブちゃんタイム 

        1 歳 2 か月迄 

なかよしタイム     

13:00～15:00 

みんなのひろば 

13:30～15:00 

※年齢制限は 

ありません。   

バブちゃんタイム 

        1 歳2 か月迄 

13:00～15:00 

      1 歳児ランド 
「手遊び・絵本タイム」 

1 歳以上～2 歳未満 

(13:15 開始) 

13:00～１5:00 

バブちゃんタイム 

手作りおもちゃ          

(13:15 開始) 

13:00～15:00 

みんなのひろば 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

ありません。   

みんなのひろば 

13:00～15:00 

※年齢制限は 

ありません。   

 

２６ ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 1/1 

午
前 

みんなのひろば 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。 

みんなのひろば 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。 

みんなのひろば 

9:30～11:30 

※年齢制限は 

ありません。 

        

 

午
後 

バブちゃんタイム 

ねんねの赤ちゃん 

なかよしタイム     

13:00～15:00 

☆災害訓練あり 

      1 歳児ランド 
1 歳以上～2 歳未満

13:00～１5:00 

大掃除の為 

閉室         

      子育て支援センターにし       

さいたま市西区三橋６－３８２－１ 

     ０４８－６２５－１３００ 

             ０４８―６２５－１３０１ 

✉ao.nishi1300@clock.ocn.ne.jp 

 
【開館時間】※12:00～13:00 は一度閉館します。 

午前9:00～12:00午後13:00～16:00 

 

 

 

 

 

◎毎月第１・３木曜日、第５日曜日、祝休日、年末年始(12/29～1/3)は閉室となります。 

◎３歳のお誕生日を迎えてからも、年度末（３月）までのご利用が可能です。 

◎育児相談は、開室時間内に行っております。お電話での相談も受け付けます。(ご予約も可能です) 

◎現在は全て予約制となっております、詳細はスタッフ迄お問い合わせください。 

  
★予約開始日 ピンク１１/２６(土)9:30～ 緑 1２/３(土)9:30～ 

予約開始日は電話が混み合い、大変ご迷惑をお掛けしております。1１/2６(土)・

1２/３(土)当日のお問い合せやキャンセルは、9:00～9:30 にお願い致します。 

１２月のカレンダー 
 

【今月の歌】♬『たきび』♪ 

１.かきねのかきねの まがりかど 

たきびだたきびだ おちばたき 

あたろうか あたろうよ 

きたかぜ ぴーぷー ふいている 

 

 

        12/29(木)～1/3(火)まで閉室

となります。          

今年も沢山の皆様方にご利用いただ

きまして、ありがとうございました。来

年も楽しい企画を計画して皆様に楽し

んでいただきながら、のんびりとおしゃ

べりを楽しめる空間もご用意してお待

ちしております。来年もどうぞ宜しくお

願い致します。   ☆スタッフ一同☆ 
 

スタッフ一同★ 

 

 

12/14(水)クリスマス会        のご予約について 

11/21(月)～11/30(水)9:30～15:00 の間に子育て

支援センターにしの受付にて申込みをお受け致します。

お申込みいただいた方のご参加は、抽選とさせていただ

きます。抽選の結果については 12/１(木)の午後、イン

スタグラムにて発表致します。お申し込みの際は①～④

の時間をご指定下さい。 

※当選番号は支援センター 

内にも掲示致します。 

 
 



 

 

 
                                                                                                         

子育て支援センターの事業は、「子育て親子同士の交流促進」を目的のひとつとして運営しています。保護者同

士の挨拶やコミュニケーションを積極的に図り、交流を深めることで、地域で安心してお互いに子育てが出来る

環境を皆さんの手で作っていきましょう。 

【利用対象者】 ０～３歳未満(３歳を迎えた年の３月まで利用可)のお子様と、保護者の方 

 ・当センターは３歳未満の子どもを対象として環境・設備です。３歳未満のお子様を同伴しない方のご利用は 

出来ません。又、対象となる親子が３歳以上のお子様を同伴して利用を希望される場合、３歳未満児とその

保護者が安心、安全に過ごせるよう、ご協力頂けることをご利用の条件とさせて頂きます。 

【ご遠慮ください】 

  ◎体調不良、感染症の疑いがある時のご利用 

  ◎水分補給や授乳以外の飲食 

  ◎個人の玩具の持参、持ち込み 

  ◎お子様による、ドアや柵の開閉 

【お願い】 

  ★ご利用される方同士、挨拶をしましょう。 

  ★お子様から絶対に目を離さないようにして下さい。 

  ★貴重品は必ずお手元に置き、自己管理をお願いします。 

  ★各自、ごみや使用された紙おむつは持ち帰って下さい。 

  ★携帯電話のご利用は最小限にして下さい。 

【利用制限がある時間】 

  ●バブちゃんタイム(毎週 月・水・第２,４,５木曜日・第１,３金曜日)１３：００～１６：００ 

   １歳２か月までのお子様専用の時間です。寝返り、ハイハイ、よちよち歩きのお友達が安全に安心して過 

ごせるようにご協力下さい。１歳３か月以降のお子様で、歩行練習などでご利用を希望される際は、スタ 

ッフまでお声掛け下さい。(毎月第 1 月曜日は身体測定日となっております。バスタオルをご持参下さい) 

【子育て親子のための交流促進プログラム】 

  ☆作って遊ぼう…身近な材料や廃材を利用して、親子で季節の製作を楽しみます。 

  ☆学びのひろば…事前予約定員制となっております。保護者向け・親子向けの、様々な子育て関連の講座を 

開きます。 

   ☆ふれあい遊び…１歳２か月までのお子様とその保護者の方々が「ふれあい」をテーマにした様々な遊びを 

楽しむ時間です。 

  ☆身体測定(１歳３か月以上)…毎月第１金曜日に行っております。どうぞご利用下さい。※バスタオル持参 

【オンラインプログラム】  

☆ご希望のイベント日が決まりましたら、出来るだけ早めに以下の内容を入力し、メールにてお申し込みくだ

さい。☆２日前には招待リンクをお送り致します。ご希望のプログラムが複数ある際は、おひとつづつ、メー

ルをいただけますと助かります。ご不明な点はお電話にてお問い合わせ下さい。※招待リンクをお送りする関

係上、プログラムの３日前を締切日とさせていただきます。 

①保護者名②お子様の名前・月齢③電話番号➃オンラインプログラムに参加したこと・当支援センターを利用 

したことがあるか否か  ※お子様のお名前(月齢)でのご参加をお願い致します。例：にしこ(7 か月) 

日時 行事・イベント 内容・その他 

１２月１２日(月) 

９:45～10:15 

歯科衛生士講座 

『ママの歯について』 

妊娠・出産・子育て中はなかなかお母様自身の歯について、あまり考えたことが

ないかも…とのお声も多く聞かれます。今回は是非ご自分の歯について考えて

みませんか？オンライン・対面の両方行います。 

１２月１６日(金) 

1３:00～1３:３0 

ベビーマッサージ 

※生後 3 か月～8 か月対象 

ベビーマッサージをオンラインで行っています。ポイントを絞って部分ごとに

行いますので、是非、お気軽にご参加くださいね。 

１２月１９日(月) 

10:30～11:00 

福話来さん  

(紙芝居・わらべ歌等) 

ボランティアさんの方々による、紙芝居・手遊び・童謡・わらべ歌・ふれあい遊

びを行っている様子を、オンラインでのぞいてみませんか？懐かしい調べに心

がほっこり♪となること、間違いなしです     

１２月２２日(木) 

10:00～10:20 

英語であそぼ！ 

ねんねのあかちゃん向け 

毎月楽しみにされている方も多いオンラインイベントです。お母様とお子様と

お友達と、楽しい時間を過ごしましょう♪絵本や歌、手遊び等盛り沢山です！

12 月のテーマはクリスマス特集です         

☆講師の方のご都合により、急に時間の変更や中止となる場合もございますので、ご了承ください。 

【開室時間】午前 9：00～１２：００/午後１３：００～１６：００  

       現在は、全てご予約制となっております。イベントや講座以外の時間は、自由に遊べる時間です。 

【開室日】 第５日曜日、第１・３木曜日、祝休日、年末年始(１２/２９～１/３)) ※臨時に閉室することもあります。 

『子育て支援センターにし』は、さ

いたま市が設置し、社会福祉法人

誠心会が業務委託を受け、事業を

行っております。 

 

 

 
★三橋西保育園の駐車場を利用出来ます。 

時間・曜日等の約束事がありますので、詳細は

スタッフにお問い合せ下さい。★駐輪場・ベビ

ーカー置き場は敷地内にあります。 

★入場料・利用料は無料です。但し、一部の行事

やイベントで材料費を頂く場合があります。 

詳細はカレンダーでご確認下さい。 

★防犯の為、入り口は電子錠となっております。

カードキーをご希望の方にお貸ししていますの

で、スタッフ迄お問い合せ下さい。 

 


