
　保育所の園庭で、地域の方が自由に遊ぶことができます。
日　南保育所　９月14日㈫10時～11時30分
　　北保育所　９月21日㈫10時～11時30分
対　町内在住の未就学児と保護者
持　水分補給の飲み物、着替え、帽子、タオル等
問　南保育所（小室3114）蕕７２２－１８５５
　　北保育所（内宿台５－214－３）蕕７２８－３２５８
※詳しくは、各保育所ホームページをご覧ください。

※雨天中止 伊奈ゆたか保育園

　児童手当現況届について、広報いな６
月号でお知らせし、提出が必要な方には
６月に書類を郵送したところですが、提
出はお済みでしょうか。
　現況届を未提出の方は、児童手当を受
給できませんので速やかな提出をお願い
します。
問　子育て支援課＊２１２７

児童手当現況届の
提出はお済みですか

　心身障害児通園施設とは、心身に障害のある未就学児童
（２歳児～５歳児）を療育するための通園施設です。
受付期間　８月19日㈭～31日㈫（土日除く）
必要書類　①通園（利用許可）申請書②障害者手帳の写し
または医師等の診断書もしくは意見書③家庭の状況・生育
歴④現在の様子⑤入所希望調書
※①③④⑤は様式あり。子育て支援課で配布します。
問　子育て支援課＊２１２８

心身障害児通園施設（令和３年10月入所）
の入所申込みを受け付けます

　児童館では、午前・午後の入れ替え制にして人数制限を行っています。小中学生は①マスク②水筒③連絡の
つく電話番号と住所が書かれたメモを必ずお持ちください。 
※下記イベントの申し込みはすべて窓口または電話受付（９時～）。代理申し込みはご遠慮ください。

中央５－179 ７２２－９１１３ 開館時間 ９時～17時
８月の休館日 ２日㈪・７日㈯・10日㈫・16日㈪・23日㈪・30日㈪

町内在住の未就学児と保護者のみ。
※小学生以上の兄姉はご遠慮ください。

９時30分～11時30分午前の部
町内在住の小中高生のみ。
※大人の方（付添いを含む）はご遠慮ください。

14時～16時30分午後の部 卓球のご利用は
現在中止しております。

手作りおもちゃ製作
　身近な素材で簡単な手作りおもちゃを作
りましょう。（園庭遊びあり）
日　８月26日㈭10時～10時40分
対　未就園児と保護者
定　３組（先着順、要事前予約）
問　伊奈ゆたか保育園（内宿台４－22－２）
　　蕕７２９－２９７７

ご利用ください

子育て支援センター

カオルキッズランド伊奈園（カオルキッズルーム）
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

　みんなでゲームをしたり、買い物ごっこをしたりし
て楽しみませんか？
日　８月20日㈮10時45分～　　定　４組

夏祭り会を楽しもう

イベント情報

講座「おひさまひろば」　※予約受付中
　日々の育児に悩んでいる保護者の方、助産師に相談してみ
ませんか？
内　ミニ講座・個別相談　日　９月２日㈭10時～11時30分
対　２歳までの子どもと保護者
定　５組　　講　助産師　増子麻里　氏

　親子で遊ぶ場所です。※常駐のスタッフがいます。
日　月曜日：①13時～14時20分②14時40分～16時
　　水・金曜日：①９時～10時20分②10時40分～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。

ゆめくる　つどいの広場

　町の保育サービスや保育所・幼稚園・認定こども園の違い
や費用についてなど、子育て支援課の職員が個別にお話を伺
います。
日　９月10日㈮10時～11時30分（１組30分）
対　未就学児と保護者　　定　６組
講　子育て支援課保育係職員
申　８月23日㈪９時～（電話または来所）　

講座「保育サービスに関する相談について」

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

身体測定と氷あそび
　氷の中から何が出てくるのかな？冷たい氷を触って
涼しい気分になりましょう。
日　８月３日㈫・５日㈭・６日㈮10時30分～

伊奈町子育て支援センター
【すべて要事前予約】

（北保育所内）

利用日時　月～金曜日、第２土曜日①９時30分～12時
②13時30分～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
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。 イベント情報

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

はじめましての日
日　８月５日㈭10時～
対　ピノ保育園伊奈支援センターを初めて利用される
ご家庭

パパママ絵本の日
　パパママに向けての絵本の読み聞かせを行います。
日　８月12日㈭11時20分～

誕生会
　誕生児でない子の参加もお待ちしています。みんな
でお祝いしましょう！
日　８月26日㈭11時20分～

作って遊ぼう
　「かき氷」の製作をします。
日　８月19日㈭10時～
※汚れてもよい服装でお越しください。

英語で遊ぼう
日　８月27日㈮11時～11時20分
対　２歳以上（要事前予約）　申　８月２日㈪～

　楽しいことがたくさんの支援センターで一緒に遊び
ましょう。今年度の定員は午前・午後ともに４組限定
です。ご不明な点はお問い合わせください。ご参加お
待ちしています。

〈各種相談〉
　保育士が、子育てに関する情報提供や相談に応じ
ます。
電話相談：月～金曜日９時～17時
メール相談：子育て支援センターホーム
ページのお問い合わせフォームから随時
受け付けています。
　相談員が、子どものしつけや生活の相談に応じます。
児童相談：８月20日㈮10時～15時

身体測定
日　８月３日㈫開館時間内いつでも

おはなし会
あかちゃん
サロン

日　９月９日㈭
対　０歳児と保護者
申　８月19日㈭～

わんぱく広場
２～４歳児教室

日　９月２日㈭
対　２～４歳児と保護者
申　８月19日㈭～

お遊び広場
１・２歳児教室

日　９月７日㈫
対　１・２歳児と保護者
申　８月19日㈭～

内　絵本や紙芝居、手遊びなど
日　９月10日㈮10時30分～11時
対　未就学児と保護者
定　３組（先着順）
申　８月19日㈭～

幼児教室

定　３組（先着順）
※時間はすべて10時30分～11時。
※２歳のお子さまは、成長に合わ
せてお遊び広場・わんぱく広場
のどちらかをお選びください。

共通事項

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
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　保育所の園庭で、地域の方が自由に遊ぶことができます。
日　南保育所　９月14日㈫10時～11時30分
　　北保育所　９月21日㈫10時～11時30分
対　町内在住の未就学児と保護者
持　水分補給の飲み物、着替え、帽子、タオル等
問　南保育所（小室3114）蕕７２２－１８５５
　　北保育所（内宿台５－214－３）蕕７２８－３２５８
※詳しくは、各保育所ホームページをご覧ください。

※雨天中止 伊奈ゆたか保育園

　児童手当現況届について、広報いな６
月号でお知らせし、提出が必要な方には
６月に書類を郵送したところですが、提
出はお済みでしょうか。
　現況届を未提出の方は、児童手当を受
給できませんので速やかな提出をお願い
します。
問　子育て支援課＊２１２７

児童手当現況届の
提出はお済みですか

　心身障害児通園施設とは、心身に障害のある未就学児童
（２歳児～５歳児）を療育するための通園施設です。
受付期間　８月19日㈭～31日㈫（土日除く）
必要書類　①通園（利用許可）申請書②障害者手帳の写し
または医師等の診断書もしくは意見書③家庭の状況・生育
歴④現在の様子⑤入所希望調書
※①③④⑤は様式あり。子育て支援課で配布します。
問　子育て支援課＊２１２８

心身障害児通園施設（令和３年10月入所）
の入所申込みを受け付けます

　児童館では、午前・午後の入れ替え制にして人数制限を行っています。小中学生は①マスク②水筒③連絡の
つく電話番号と住所が書かれたメモを必ずお持ちください。 
※下記イベントの申し込みはすべて窓口または電話受付（９時～）。代理申し込みはご遠慮ください。

中央５－179 ７２２－９１１３ 開館時間 ９時～17時
８月の休館日 ２日㈪・７日㈯・10日㈫・16日㈪・23日㈪・30日㈪

町内在住の未就学児と保護者のみ。
※小学生以上の兄姉はご遠慮ください。

９時30分～11時30分午前の部
町内在住の小中高生のみ。
※大人の方（付添いを含む）はご遠慮ください。

14時～16時30分午後の部 卓球のご利用は
現在中止しております。

手作りおもちゃ製作
　身近な素材で簡単な手作りおもちゃを作
りましょう。（園庭遊びあり）
日　８月26日㈭10時～10時40分
対　未就園児と保護者
定　３組（先着順、要事前予約）
問　伊奈ゆたか保育園（内宿台４－22－２）
　　蕕７２９－２９７７

ご利用ください

子育て支援センター

カオルキッズランド伊奈園（カオルキッズルーム）
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

　みんなでゲームをしたり、買い物ごっこをしたりし
て楽しみませんか？
日　８月20日㈮10時45分～　　定　４組

夏祭り会を楽しもう

イベント情報

講座「おひさまひろば」　※予約受付中
　日々の育児に悩んでいる保護者の方、助産師に相談してみ
ませんか？
内　ミニ講座・個別相談　日　９月２日㈭10時～11時30分
対　２歳までの子どもと保護者
定　５組　　講　助産師　増子麻里　氏

　親子で遊ぶ場所です。※常駐のスタッフがいます。
日　月曜日：①13時～14時20分②14時40分～16時
　　水・金曜日：①９時～10時20分②10時40分～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。

ゆめくる　つどいの広場

　町の保育サービスや保育所・幼稚園・認定こども園の違い
や費用についてなど、子育て支援課の職員が個別にお話を伺
います。
日　９月10日㈮10時～11時30分（１組30分）
対　未就学児と保護者　　定　６組
講　子育て支援課保育係職員
申　８月23日㈪９時～（電話または来所）　

講座「保育サービスに関する相談について」

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

身体測定と氷あそび
　氷の中から何が出てくるのかな？冷たい氷を触って
涼しい気分になりましょう。
日　８月３日㈫・５日㈭・６日㈮10時30分～

伊奈町子育て支援センター
【すべて要事前予約】

（北保育所内）

利用日時　月～金曜日、第２土曜日①９時30分～12時
②13時30分～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
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。 イベント情報

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

はじめましての日
日　８月５日㈭10時～
対　ピノ保育園伊奈支援センターを初めて利用される
ご家庭

パパママ絵本の日
　パパママに向けての絵本の読み聞かせを行います。
日　８月12日㈭11時20分～

誕生会
　誕生児でない子の参加もお待ちしています。みんな
でお祝いしましょう！
日　８月26日㈭11時20分～

作って遊ぼう
　「かき氷」の製作をします。
日　８月19日㈭10時～
※汚れてもよい服装でお越しください。

英語で遊ぼう
日　８月27日㈮11時～11時20分
対　２歳以上（要事前予約）　申　８月２日㈪～

　楽しいことがたくさんの支援センターで一緒に遊び
ましょう。今年度の定員は午前・午後ともに４組限定
です。ご不明な点はお問い合わせください。ご参加お
待ちしています。

〈各種相談〉
　保育士が、子育てに関する情報提供や相談に応じ
ます。
電話相談：月～金曜日９時～17時
メール相談：子育て支援センターホーム
ページのお問い合わせフォームから随時
受け付けています。
　相談員が、子どものしつけや生活の相談に応じます。
児童相談：８月20日㈮10時～15時

身体測定
日　８月３日㈫開館時間内いつでも

おはなし会
あかちゃん
サロン

日　９月９日㈭
対　０歳児と保護者
申　８月19日㈭～

わんぱく広場
２～４歳児教室

日　９月２日㈭
対　２～４歳児と保護者
申　８月19日㈭～

お遊び広場
１・２歳児教室

日　９月７日㈫
対　１・２歳児と保護者
申　８月19日㈭～

内　絵本や紙芝居、手遊びなど
日　９月10日㈮10時30分～11時
対　未就学児と保護者
定　３組（先着順）
申　８月19日㈭～

幼児教室

定　３組（先着順）
※時間はすべて10時30分～11時。
※２歳のお子さまは、成長に合わ
せてお遊び広場・わんぱく広場
のどちらかをお選びください。

共通事項

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
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