
日…日時
対…対象
持…持ち物

問…問合せ

内…内容
場…場所
定…定員
費…費用・参加費
　　（記載のないものは無料）
申…申込み

だだよよりりすすここややかか

日　南保育所　12月10日㈫、令和２年１月14日㈫
　　　　　　　９時30分～11時
　　北保育所　12月17日㈫、令和２年１月21日㈫
　　　　　　　９時30分～11時
対　町内在住の就学前の乳幼児とその保護者

持　水分補給の飲み物、着替え、帽子、タオル等
問　南保育所蕕７２２－１８５５（小室3114）
　　北保育所蕕７２８－３２５８（内宿台５－214－３）
※詳しくは各保育所ホームページをご覧ください。

保育所の園庭で、地域の方が自由に遊ぶことができます。※雨天中止

　町では、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校就
学児童を対象に、放課後等の生活の場を確保し、適切な遊び
や指導を行うことにより、児童の健全育成を図ることを目的
とした児童クラブを町内の各小学校に設置しています。
受付期間　令和２年１月７日㈫～21日㈫
　　　　　（土・日・祝日を除く）
※受付期間厳守でお願いします。
受付場所　子育て支援課（郵送による受付も可）
申請に必要なもの　①登録申請書②就労証明書等③家庭状況
調査書④印鑑
※入室案内や申請書等は12月９日㈪から子育て支援課で配布
します。また、町ホームページでもダウンロードできます。
対象　令和２年度の新小学１年生～６年生
利用時間　放課後～18時30分（土曜日、夏休み等は７時30分
～）
※19時までの延長保育を実施しています。（諸条件あり、要
申請）
問　子育て支援課＊２１６０

令和２年度児童クラブの登録受付
　令和２年４月から心身障害児通園施設に入所を希望さ
れる方の申込みを受け付けます。
　心身障害児通園施設とは、心身に障がいのある未就学
児童（２～５歳児）を療育するための通園施設です。
施設所在地
○北保育所内（内宿台５－214－３）「もも」
○ふれあい福祉センター内（小室5049－１）「いちご」
受付期間　11月29日㈮～12月13日㈮
受付場所　子育て支援課窓口
必要書類
①通園（利用許可）申請書　　②家庭の状況・生育歴
③現在の様子　　　　　　　　④入園希望調書
⑤障害者手帳等の写し、または医師等の診断書もしくは
意見書
※①～④は様式あり
※入所案内および申込書類は、子育て支援課で配布して
います。
問　子育て支援課＊２１２８

心身障害児通園施設の
新規入所申込の受付

期間中の申請にご協力ください 令和
２年度

ご利用ください 子育て支援センター
伊奈町子育て支援センター（北保育所内）
利用日時　月～金曜日、第２土曜日９時30分～12
時、13時～16時（第２土曜日以外の土日祝日休）

問　伊奈町子育て支援センター
　　（内宿台５－214－３）蕕７２８－３４８２

ゆめくる つどいの広場
親子で遊ぶ場所です。※常駐のスタッフがいます。
日　月曜日：13時～16時、水・金曜日：９時～12時
場　ゆめくる児童室（小室2450－１）
※祝日は開催していません。

年齢に合わせた遊びや歌を楽しみましょう
０歳児遊び広場
日　12月５日㈭　　対　０歳児と保護者
１歳児遊び広場
日　12月12日㈭　　対　１歳児と保護者
２歳以上児遊び広場
日　12月19日㈭　　対　２歳以上の幼児と保護者
※時間はいずれも10時30分～11時

カオルキッズランド伊奈園
利用日時　月～金曜日10時～16時（土日祝日休）
問　カオルキッズランド伊奈園
　　（小針新宿523－１）蕕７２９－２８８８

イベント情報

　12月は、にこにこ広場とぴよぴよ広場を合同で
行います。楽しい企画を計画中ですので、皆様ぜ
ひ、ご参加ください。
内　①誕生会､制作②身体測定､劇遊びごっこ（衣
装を着て遊びます）③クリスマス会④制作
（正月飾り）

日　①12月17日㈫･18日㈬②19日㈭･20日㈮
　　③24日㈫･25日㈬④26日㈭･27日㈮

お知らせ

　コルクボードを使った窓枠写真立て（時計付き）
を作ります。
日　12月23日㈪10時30分～
定　８名　　持　お子さんの写真５～６枚
費　400円（当日集金します）
講　渡部三穂先生（日テレ、ヒルナンデスに出演
されました）

手作り広場DIY（mama会）

イベント情報

クリスマス会

ピノ保育園（ふれあいひろばおおきな樹）
利用日時　月～金曜日９時～16時（土日祝日休）
問　ピノ保育園（小室1027－２）蕕７２０－４１５２

このほかにも各子育て支援センターではさまざまな催しがあります。
詳しくは各施設へお問い合わせください。

きむら伊奈保育園（らっぴーひろば）

イベント情報

利用日時　月～金曜日９時30分～13時30分、14時
～15時30分（土日祝日休）
問　きむら伊奈保育園（小室6965－１）

蕕７２３－３３００

カスタネット制作
　ゆらゆらサンタさんがカスタネットに変身！親
子で制作を楽しみませんか？
日　①12月17日㈫②19日㈭③20日㈮
　　10時30分～11時30分
対　①２歳～②１歳～③０歳～
　　 (年齢は目安です) 

日　12月６日㈮10時～15時
場　伊奈町子育て支援センター

児童相談 相談員が、子どもの
しつけや生活につい
ての相談に応じます。

　ピノ保育園では毎年、全クラスが集まってクリ
スマス会を行っています。
　クリスマスの歌をうたったり、サンタさんから
プレゼントをもらったり…
　園児とともに楽しいひとときを過ごしませんか？
日　12月24日㈫10時～ ※要事前予約
定　８組

小室５１６１ ７２２－９１１３ 開館時間 ９時～17時
12月の休館日 ２・９・16・23・28・29・30・31日

冬の３歳児教室ひよこ組冬の３歳児教室ひよこ組
内　ふれあい遊び、工作、おはなしなど
日　令和２年２月12日・19日・26日、３月４日の各水曜日
　　10時30分～11時30分（全４回）　
対　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれの幼児と保護者
定　16組（先着順）　　費　100円
申　12月12日㈭９時から児童館窓口で受付。
※電話申込みや代理申込みはご遠慮ください。

卓球の貸出し卓球の貸出し
児童館では小学４年生から卓球ができます。
貸出し時には、子どもたちの安全のため、いくつかのルールがあります。
詳しくは伊奈町児童館ホームページをご覧ください。

総合センタークリスマス会総合センタークリスマス会
　サンタさんと遊んだり、劇団による楽
しいパフォーマンスなどなど。今年も元
NHKのおにいさんのゆうさんがやってく
る！ 
日　12月15日㈰10時30分～12時
場　総合センター大ホール
対　０歳児から中学生（未就学児は保護
者同伴）

費　無料（プレゼント希望のお子様は
300円）

申　児童館窓口で受付中。
　　※全席指定。プレゼントはなくなり
次第終了です。

自由参加の幼児教室自由参加の幼児教室 ●各教室は集会室で行います。動きやすい服装でご参加ください。
●祝日や春・夏・冬休み期間中は行いません。

お遊び広場あかちゃんサロン
内　親子のふれあい遊びやママの友だ
ちづくり

日　毎週木曜日14時～
対　０歳児と保護者
※「ベビーとママのふれあい体操」の実
施日は行いません。

内　親子のふれあい遊びや体操、
おはなしなど

日　毎週火曜日10時30分～
対　１・２歳児と保護者

わんぱく広場
内　親子のふれあい遊びや体操、
おはなしなど

日　毎週木曜日11時～
対　２～４歳児と保護者
※11時まで大型遊具で遊べます。

※２歳のお子さんは、成長に合わせてどちらかにご参加ください。
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日…日時
対…対象
持…持ち物

問…問合せ

内…内容
場…場所
定…定員
費…費用・参加費
　　（記載のないものは無料）
申…申込み

だだよよりりすすここややかか

日　南保育所　12月10日㈫、令和２年１月14日㈫
　　　　　　　９時30分～11時
　　北保育所　12月17日㈫、令和２年１月21日㈫
　　　　　　　９時30分～11時
対　町内在住の就学前の乳幼児とその保護者

持　水分補給の飲み物、着替え、帽子、タオル等
問　南保育所蕕７２２－１８５５（小室3114）
　　北保育所蕕７２８－３２５８（内宿台５－214－３）
※詳しくは各保育所ホームページをご覧ください。

保育所の園庭で、地域の方が自由に遊ぶことができます。※雨天中止

　町では、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校就
学児童を対象に、放課後等の生活の場を確保し、適切な遊び
や指導を行うことにより、児童の健全育成を図ることを目的
とした児童クラブを町内の各小学校に設置しています。
受付期間　令和２年１月７日㈫～21日㈫
　　　　　（土・日・祝日を除く）
※受付期間厳守でお願いします。
受付場所　子育て支援課（郵送による受付も可）
申請に必要なもの　①登録申請書②就労証明書等③家庭状況
調査書④印鑑
※入室案内や申請書等は12月９日㈪から子育て支援課で配布
します。また、町ホームページでもダウンロードできます。
対象　令和２年度の新小学１年生～６年生
利用時間　放課後～18時30分（土曜日、夏休み等は７時30分
～）
※19時までの延長保育を実施しています。（諸条件あり、要
申請）
問　子育て支援課＊２１６０

令和２年度児童クラブの登録受付
　令和２年４月から心身障害児通園施設に入所を希望さ
れる方の申込みを受け付けます。
　心身障害児通園施設とは、心身に障がいのある未就学
児童（２～５歳児）を療育するための通園施設です。
施設所在地
○北保育所内（内宿台５－214－３）「もも」
○ふれあい福祉センター内（小室5049－１）「いちご」
受付期間　11月29日㈮～12月13日㈮
受付場所　子育て支援課窓口
必要書類
①通園（利用許可）申請書　　②家庭の状況・生育歴
③現在の様子　　　　　　　　④入園希望調書
⑤障害者手帳等の写し、または医師等の診断書もしくは
意見書
※①～④は様式あり
※入所案内および申込書類は、子育て支援課で配布して
います。
問　子育て支援課＊２１２８

心身障害児通園施設の
新規入所申込の受付

期間中の申請にご協力ください 令和
２年度

ご利用ください 子育て支援センター
伊奈町子育て支援センター（北保育所内）
利用日時　月～金曜日、第２土曜日９時30分～12
時、13時～16時（第２土曜日以外の土日祝日休）

問　伊奈町子育て支援センター
　　（内宿台５－214－３）蕕７２８－３４８２

ゆめくる つどいの広場
親子で遊ぶ場所です。※常駐のスタッフがいます。
日　月曜日：13時～16時、水・金曜日：９時～12時
場　ゆめくる児童室（小室2450－１）
※祝日は開催していません。

年齢に合わせた遊びや歌を楽しみましょう
０歳児遊び広場
日　12月５日㈭　　対　０歳児と保護者
１歳児遊び広場
日　12月12日㈭　　対　１歳児と保護者
２歳以上児遊び広場
日　12月19日㈭　　対　２歳以上の幼児と保護者
※時間はいずれも10時30分～11時

カオルキッズランド伊奈園
利用日時　月～金曜日10時～16時（土日祝日休）
問　カオルキッズランド伊奈園
　　（小針新宿523－１）蕕７２９－２８８８

イベント情報

　12月は、にこにこ広場とぴよぴよ広場を合同で
行います。楽しい企画を計画中ですので、皆様ぜ
ひ、ご参加ください。
内　①誕生会､制作②身体測定､劇遊びごっこ（衣
装を着て遊びます）③クリスマス会④制作
（正月飾り）

日　①12月17日㈫･18日㈬②19日㈭･20日㈮
　　③24日㈫･25日㈬④26日㈭･27日㈮

お知らせ

　コルクボードを使った窓枠写真立て（時計付き）
を作ります。
日　12月23日㈪10時30分～
定　８名　　持　お子さんの写真５～６枚
費　400円（当日集金します）
講　渡部三穂先生（日テレ、ヒルナンデスに出演
されました）

手作り広場DIY（mama会）

イベント情報

クリスマス会

ピノ保育園（ふれあいひろばおおきな樹）
利用日時　月～金曜日９時～16時（土日祝日休）
問　ピノ保育園（小室1027－２）蕕７２０－４１５２

このほかにも各子育て支援センターではさまざまな催しがあります。
詳しくは各施設へお問い合わせください。

きむら伊奈保育園（らっぴーひろば）

イベント情報

利用日時　月～金曜日９時30分～13時30分、14時
～15時30分（土日祝日休）
問　きむら伊奈保育園（小室6965－１）

蕕７２３－３３００

カスタネット制作
　ゆらゆらサンタさんがカスタネットに変身！親
子で制作を楽しみませんか？
日　①12月17日㈫②19日㈭③20日㈮
　　10時30分～11時30分
対　①２歳～②１歳～③０歳～
　　 (年齢は目安です) 

日　12月６日㈮10時～15時
場　伊奈町子育て支援センター

児童相談 相談員が、子どもの
しつけや生活につい
ての相談に応じます。

　ピノ保育園では毎年、全クラスが集まってクリ
スマス会を行っています。
　クリスマスの歌をうたったり、サンタさんから
プレゼントをもらったり…
　園児とともに楽しいひとときを過ごしませんか？
日　12月24日㈫10時～ ※要事前予約
定　８組

小室５１６１ ７２２－９１１３ 開館時間 ９時～17時
12月の休館日 ２・９・16・23・28・29・30・31日

冬の３歳児教室ひよこ組冬の３歳児教室ひよこ組
内　ふれあい遊び、工作、おはなしなど
日　令和２年２月12日・19日・26日、３月４日の各水曜日
　　10時30分～11時30分（全４回）　
対　平成28年４月２日～平成29年４月１日生まれの幼児と保護者
定　16組（先着順）　　費　100円
申　12月12日㈭９時から児童館窓口で受付。
※電話申込みや代理申込みはご遠慮ください。

卓球の貸出し卓球の貸出し
児童館では小学４年生から卓球ができます。
貸出し時には、子どもたちの安全のため、いくつかのルールがあります。
詳しくは伊奈町児童館ホームページをご覧ください。

総合センタークリスマス会総合センタークリスマス会
　サンタさんと遊んだり、劇団による楽
しいパフォーマンスなどなど。今年も元
NHKのおにいさんのゆうさんがやってく
る！ 
日　12月15日㈰10時30分～12時
場　総合センター大ホール
対　０歳児から中学生（未就学児は保護

者同伴）
費　無料（プレゼント希望のお子様は
300円）

申　児童館窓口で受付中。
　　※全席指定。プレゼントはなくなり
次第終了です。

自由参加の幼児教室自由参加の幼児教室 ●各教室は集会室で行います。動きやすい服装でご参加ください。
●祝日や春・夏・冬休み期間中は行いません。

お遊び広場あかちゃんサロン
内　親子のふれあい遊びやママの友だ
ちづくり

日　毎週木曜日14時～
対　０歳児と保護者
※「ベビーとママのふれあい体操」の実
施日は行いません。

内　親子のふれあい遊びや体操、
おはなしなど

日　毎週火曜日10時30分～
対　１・２歳児と保護者

わんぱく広場
内　親子のふれあい遊びや体操、
おはなしなど

日　毎週木曜日11時～
対　２～４歳児と保護者
※11時まで大型遊具で遊べます。

※２歳のお子さんは、成長に合わせてどちらかにご参加ください。
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