
あかちゃんサロン
■日　①10月20日㈭②27日㈭
　　③11月10日㈭14時～
■対　０歳と保護者
■申　①10月５日㈬～②12日㈬～
　　③26日㈬～

お遊び広場
■日　①10月20日㈭②27日㈭
　　③11月10日㈭10時30分～
■対　１歳～未就園児と保護者
■申　①10月６日㈭～②13日㈭～
　　③27日㈭～

幼児工作
■内　ハロウィン工作
■日　10月28日㈮10時30分～11時
■対　１歳半以上の未就学児と保護者
■費　50円
■申　10月１日㈯～

★事前申込が必要な教室★

わんぱく広場
■内　親子ふれあい遊びや体操おはなしなど
■日　10月１日㈯・８日㈯・15日㈯・22日㈯
　　10時30分～
■対　１歳～未就学児と保護者

おはなし会
■内　ボランティアによる絵本や紙

芝居、手遊びなど
■日　10月14日㈮10時30分～11時
■対　乳幼児と保護者

★当日窓口受付の教室★

ご利用ください 子育て支援センター

　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。
日　南保育所…10月11日㈫、11月８日㈫10時～11時30分
　　※10月11日㈫は、運動会予備日のため中止の場合があります。
　　北保育所…10月18日㈫、11月15日㈫10時～11時30分
対　町内在住の未就学児と保護者
持　水分補給用の飲み物、着替え、帽子、タオルなど
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。

伊奈ゆたか保育園

　園児と一緒に仮装してハロウィンパーティーを
楽しもう。お菓子探しもあるよ。
（園庭遊びあり）
日　10月28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　蕕７２９－２９７７（内宿台４－22－２）

ハロウィンパーティー

10月の休館日 ３日㈪・９日㈰・11日㈫・17日㈪・24日㈪・31日㈪
児 童 館

児童館に遊びに来るときは、
予約はいりません。右記の
時間内にお越しください。

午前：９時～12時
午後：13時～17時利用時間

　言語聴覚士が、子どものことばについての個別相談
に応じます。
内　ことばが理解できているか心配、発音が気になる、
コミュニケーションがとりづらい、どもりなど
日　10月６日㈭13時30分～16時
　　※１組30分ずつで時間を案内します。 
場　子育て支援センター
対　未就学児と保護者
定　５組
講　佐々木みな美氏（言語聴覚士）
※予約受付中

講座「ことばの相談」

　子どもの歯について、歯科衛生士が相談に応じます。
内　ミニ講座、個別相談
日　10月27日㈭10時～11時30分
場　子育て支援センター
対　未就学児と保護者　
定　５組
講　埼玉県北足立歯科医師会所属の歯科衛生士
申　10月３日㈪～

講座「幼児の歯について」

　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。

ゆめくる　つどいの広場

伊奈町子育て支援センター
【すべて要事前予約、８時30分～17時電話受付】

（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。
〈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：町ホームページの子育て支援
センター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：10月21日㈮10時～15時

場　子育て支援センター
申　10月３日㈪～

共通事項

日　10月13日㈭10時～11時
対　０歳児と保護者０歳児

日　10月20日㈭10時～11時
対　１歳児～未就園児と保護者１歳児以上

　年齢に合わせた遊びや歌を楽しみましょう！
年齢別遊び広場

イベント情報（町内在住の方対象）

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
※兄弟姉妹が参加する場合は、申込時にお知らせくだ
さい。

イベント情報

英語リトミック
日　10月21日㈮10時45分～
対　２歳以上（１歳でも歩ければ可 ）
定　6組
※兄弟姉妹も参加される場合はお申し出ください。
講　小野寺ちはる氏

ハロウィン遊び
　ハロウィンに関するお話を聞いたり、ゲームをした
りして、楽しいひと時を過ごしませんか。
日　10月28日㈮10時30分～　　定　４組

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、14時30分～16
時（土日祝日休）
問　きむら伊奈保育園（小室6965－１）
　　蕕７２３－３３００

うんどう会ごっこ
　かけっこや体操をしてみんなでからだを動かし、運
動会ごっこを楽しみませんか。
日　10月25日㈫・26日㈬10時30分～11時15分
定　５組程度（状況により変更あり）

イベント情報

利用日時　月～金曜日９時～12時、14時～16時（土日
祝日休）※13時～14時育児個別相談
問　ピノ保育園（小室1027－２）蕕７２０－４１５２

ほのぼのタイム
　お子さんと一緒に、ゆったり楽しい時間をすごし
ましょう！触れ合い遊びや手遊びの紹介、情報交換な
ども行います。
日　10月28日㈮10時～　　対　０歳児

小野先生の体操教室
日　10月13日㈭10時30分～11時
※動きやすい服装でお越しください。

　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！当面の間、午前・午後ともに４組限定です。
　ご参加をお待ちしています♪

ハロウィンをたのしもう！
　製作や遊びを通してハロウィンを楽しみましょう！
※詳しくは、大きな樹通信10月号をご覧ください。
日　10月31日㈪10時～
※汚れてもよい服装でお越しください。

【すべて要事前予約】
ピノ保育園（ふれあいひろばおおきな樹）

その他の教室・イベント

開館時間９時～17時

蕕７２２－９１１３ 
（中央５－179）

児童館ホームページ▶

共通事項

・入館時マスクの着用をお願
いしています。
・入館制限などの最新情報を、
電話またはホームページで
ご確認のうえ、お越しくだ
さい。

■定　８組16名（先着順）
■申　９時～電話または窓口

はじめての
児童館

■内　教室体験や館
内のご案内
■日　10月21日㈮
　10時30分～11時
■対　妊婦さん夫婦、
乳幼児親子など
■申　10月７日㈮～

リフレッシュ講座
　日ごろの子育てからちょっと離れて
リフレッシュしませんか？
■内　①癒しのヨガ
　②ミニチュアクリスマスツリー作り
■日　①11月24日㈭②25日㈮
　　10時30分～11時30分
■場　多目的ホール
■対　０歳～未就学児までの子の保護者
■定　各日20名（託児８名まで）
■費　②1,000円（材料費）
　　※託児は１日200円
■申　10月７日㈮～

親子いもほり会
■日　11月12日㈯10時～11時
※雨天の場合は11月13日㈰
■場　内宿台地内の畑
※現地集合
■対　２歳～小学生と保護者
■費　７株１セットで500円
■申　10月10日㈷～
※代金を添えて窓口へ

先着順 託児あり

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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あかちゃんサロン
■日　①10月20日㈭②27日㈭
　　③11月10日㈭14時～
■対　０歳と保護者
■申　①10月５日㈬～②12日㈬～
　　③26日㈬～

お遊び広場
■日　①10月20日㈭②27日㈭
　　③11月10日㈭10時30分～
■対　１歳～未就園児と保護者
■申　①10月６日㈭～②13日㈭～
　　③27日㈭～

幼児工作
■内　ハロウィン工作
■日　10月28日㈮10時30分～11時
■対　１歳半以上の未就学児と保護者
■費　50円
■申　10月１日㈯～

★事前申込が必要な教室★

わんぱく広場
■内　親子ふれあい遊びや体操おはなしなど
■日　10月１日㈯・８日㈯・15日㈯・22日㈯
　　10時30分～
■対　１歳～未就学児と保護者

おはなし会
■内　ボランティアによる絵本や紙

芝居、手遊びなど
■日　10月14日㈮10時30分～11時
■対　乳幼児と保護者

★当日窓口受付の教室★

ご利用ください 子育て支援センター

　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。
日　南保育所…10月11日㈫、11月８日㈫10時～11時30分
　　※10月11日㈫は、運動会予備日のため中止の場合があります。
　　北保育所…10月18日㈫、11月15日㈫10時～11時30分
対　町内在住の未就学児と保護者
持　水分補給用の飲み物、着替え、帽子、タオルなど
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。

伊奈ゆたか保育園

　園児と一緒に仮装してハロウィンパーティーを
楽しもう。お菓子探しもあるよ。
（園庭遊びあり）
日　10月28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　蕕７２９－２９７７（内宿台４－22－２）

ハロウィンパーティー

10月の休館日 ３日㈪・９日㈰・11日㈫・17日㈪・24日㈪・31日㈪
児 童 館

児童館に遊びに来るときは、
予約はいりません。右記の
時間内にお越しください。

午前：９時～12時
午後：13時～17時利用時間

　言語聴覚士が、子どものことばについての個別相談
に応じます。
内　ことばが理解できているか心配、発音が気になる、
コミュニケーションがとりづらい、どもりなど
日　10月６日㈭13時30分～16時
　　※１組30分ずつで時間を案内します。 
場　子育て支援センター
対　未就学児と保護者
定　５組
講　佐々木みな美氏（言語聴覚士）
※予約受付中

講座「ことばの相談」

　子どもの歯について、歯科衛生士が相談に応じます。
内　ミニ講座、個別相談
日　10月27日㈭10時～11時30分
場　子育て支援センター
対　未就学児と保護者　
定　５組
講　埼玉県北足立歯科医師会所属の歯科衛生士
申　10月３日㈪～

講座「幼児の歯について」

　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。

ゆめくる　つどいの広場

伊奈町子育て支援センター
【すべて要事前予約、８時30分～17時電話受付】

（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。
〈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：町ホームページの子育て支援
センター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：10月21日㈮10時～15時

場　子育て支援センター
申　10月３日㈪～

共通事項

日　10月13日㈭10時～11時
対　０歳児と保護者０歳児

日　10月20日㈭10時～11時
対　１歳児～未就園児と保護者１歳児以上

　年齢に合わせた遊びや歌を楽しみましょう！
年齢別遊び広場

イベント情報（町内在住の方対象）

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
※兄弟姉妹が参加する場合は、申込時にお知らせくだ
さい。

イベント情報

英語リトミック
日　10月21日㈮10時45分～
対　２歳以上（１歳でも歩ければ可 ）
定　6組
※兄弟姉妹も参加される場合はお申し出ください。
講　小野寺ちはる氏

ハロウィン遊び
　ハロウィンに関するお話を聞いたり、ゲームをした
りして、楽しいひと時を過ごしませんか。
日　10月28日㈮10時30分～　　定　４組

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、14時30分～16
時（土日祝日休）
問　きむら伊奈保育園（小室6965－１）
　　蕕７２３－３３００

うんどう会ごっこ
　かけっこや体操をしてみんなでからだを動かし、運
動会ごっこを楽しみませんか。
日　10月25日㈫・26日㈬10時30分～11時15分
定　５組程度（状況により変更あり）

イベント情報

利用日時　月～金曜日９時～12時、14時～16時（土日
祝日休）※13時～14時育児個別相談
問　ピノ保育園（小室1027－２）蕕７２０－４１５２

ほのぼのタイム
　お子さんと一緒に、ゆったり楽しい時間をすごし
ましょう！触れ合い遊びや手遊びの紹介、情報交換な
ども行います。
日　10月28日㈮10時～　　対　０歳児

小野先生の体操教室
日　10月13日㈭10時30分～11時
※動きやすい服装でお越しください。

　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！当面の間、午前・午後ともに４組限定です。
　ご参加をお待ちしています♪

ハロウィンをたのしもう！
　製作や遊びを通してハロウィンを楽しみましょう！
※詳しくは、大きな樹通信10月号をご覧ください。
日　10月31日㈪10時～
※汚れてもよい服装でお越しください。

【すべて要事前予約】
ピノ保育園（ふれあいひろばおおきな樹）

その他の教室・イベント

開館時間９時～17時

蕕７２２－９１１３ 
（中央５－179）

児童館ホームページ▶

共通事項

・入館時マスクの着用をお願
いしています。
・入館制限などの最新情報を、
電話またはホームページで
ご確認のうえ、お越しくだ
さい。

■定　８組16名（先着順）
■申　９時～電話または窓口

はじめての
児童館

■内　教室体験や館
内のご案内
■日　10月21日㈮
　10時30分～11時
■対　妊婦さん夫婦、
乳幼児親子など
■申　10月７日㈮～

リフレッシュ講座
　日ごろの子育てからちょっと離れて
リフレッシュしませんか？
■内　①癒しのヨガ
　②ミニチュアクリスマスツリー作り
■日　①11月24日㈭②25日㈮
　　10時30分～11時30分
■場　多目的ホール
■対　０歳～未就学児までの子の保護者
■定　各日20名（託児８名まで）
■費　②1,000円（材料費）
　　※託児は１日200円
■申　10月７日㈮～

親子いもほり会
■日　11月12日㈯10時～11時
※雨天の場合は11月13日㈰
■場　内宿台地内の畑
※現地集合
■対　２歳～小学生と保護者
■費　７株１セットで500円
■申　10月10日㈷～
※代金を添えて窓口へ

先着順 託児あり

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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