
            

　 こ文＝こども文化センターの略

1 2 3 4
☆北加瀬原公会堂 ☆区役所離乳食教室 地Cかんがるー 下平間こ文
「北加瀬赤ちゃん相談」 初回：9：45～11：30 「身体測定」9：30～12：00※予約制 「プラレールパーク」
9：30～10：30 継続：13:30～15:30　　※要予約HP 10：00～12：00
(母子手帳・バスタオル持参） 地Cさいわい 対象：幼児親子

☆区役所３階 「おえかきの日」10：30～/11：00～ にじいろ保育園
「ツインズ（双子の会）」 ※要予約 　　　　　新川崎
10：00～11：00※要予約 しゃんぐりら 「絵本読み語り」

地Cおぐら 「外遊び『みっけ』」10:30～11:30 10：30～10：45
「おえかきの日」10：30～/11：00～ パークシティ新川崎サウスパーク 対象:0歳～5歳児
※要予約 ※要予約3組

5 6 7 8 9 10 11
南河原こ文 ☆南河原いこいの家 北加瀬こ文 ☆鹿島田公会堂 しゃんぐりら 地Cさいわい

「ぽぽんたらんど」10：30～12：00 「鹿島田赤ちゃん相談」 「子育てクラブ:ぐるぐるリサイクル」　　　「身体測定」9：40～11：30※要予約
ハートの小物入れ※予約制親子15組 9:30～10:30（母子手帳・バスタオル持参） 9：45～11：15※要予約12組 地Cおぐら

10:00～11:30 日吉分館 ☆下平間老人いこいの家 ひよし保育園 「身体測定」10：00～11：45

「ひろばであそぼうパンダクラス」 「バンビひろば」10：00～11：00

地Cふるいちば 10：30～11：30（受付：10:15～） 対象：1歳未満・保護者１名のみ
「親子のびのび体操」11:00～11:30 対象：1歳7ヵ月～3歳児と保護者10組 ※要予約HP 先着10組 対象：0歳～2歳

対象:歩行前のお子さんと保護者12組 みなみがわら保育園　 ※要予約先着5名、育児相談あり

みなみかせ保育園　 「テラス開放」10:00～10:30

「絵本の貸し出し」11：00～12：30 対象：0～2歳

「手作りおもちゃキット配布」 地Cふるいちば 地Cふるいちば
12:00～13:30 「なにがでてくるかな」10：30～11：00 「出前相談」14:30～16:00

「園庭開放」12：00～13：00※要予約 対象:0歳～就学前までのお子さんと

保護者12組

「親子のたまり場」～手作り教室・紙
芝居～　10:00～11:00　先着10組
対象：幸町、中幸町、大宮町、堀川町
在住の0歳～未就学児の親子

対象：0歳～就学前までのお子さん
と保護者又保護者のみも可3組

「絵本の読み聞かせ・わらべうた遊
び」14：00～14：30

                      

金 土木

※地C＝地域子育て支援センターの略

日 月 火 水

「ちびっこ
　   　工作」

☆★◇印の問合せは
☆地域みまもり支援センター

地域支援課

電話 (556)6648

★地域みまもり支援センター

保育所等・地域連携担当

電話 (556)6732

◇地域みまもり支援センター

地域ケア推進課

電話 (556)6730

（こども文化センター）
下平間 (544)2925 南加瀬 (588)6567

幸 (544)1489 南河原 (511)4963

小倉 (599)4153 北加瀬 (599)6848

令和５年１月２７日発行

発行：幸区役所 地域みまもり支援センター

保育所等・地域連携担当(556)6732

子育てイベント

カレンダー

（公立保育園）
河原町 (522)6650

古 川 (522)6301

夢見ヶ崎(588)4130

新型コロナウイルス感染症の状況により内容が変更や中止となる場合が

ありますので実施施設にご確認いただきますようお願いします。

幸区内の子育て支援機関の「イベント情報」など毎日見られる子育てイベントカレンダーです。

こども未来局

保育事業部

イラスト出典：メイト

河原町保育園 連続講座

「２歳児の子育て」
２月７日（火）「おむつはずしのポイント」

２月１４日（火）「スプーンの持ち方、献立紹介等」

２月２４日（金）「親子で一緒に体を動かして遊ぼう」

時間：１０：３０～１１：１５

場所：河原町保育園ホール

対象：２歳児のお子 さんと保護者１０組

申込み：１月１０日～ 申込はこちら→

（民営保育園）
ゲートタワーローズ保育園 (589)3552 かしまだ保育園 (200)4991

どりーむ東小倉保育園 (542)7885 ひよし保育園 (588)3555

にじいろ保育園新川崎 (599)6790 みなみかせ保育園 (201)8042

みなみがわら保育園 (396)3171 キディ古市場保育園 (542)1711          

新川崎みらいのそら保育園 (589)5588

（こども家庭支援センター）
しゃんぐりら (520)3608

（市民館等）
日吉分館 (587)1491

幸市民館 (541)3910

◎印の問合せは

わらべうた幸町保育園(511)1277



12 13 14 15 16 17 18
南加瀬こ文 ☆区役所育児相談 ☆小倉公会堂 ☆区役所離乳食教室 地Cさいわい 地Cふるいちば
「えほんのもり」10：30～11：30 幸区役所3階　9：15～10：00 「小倉赤ちゃん相談」9：30～10：30 初回：9：45～11：30 「土曜日開所」

～絵本の選び方・読み聞かせ～ ※要予約（予約受付2/2～2/10） （母子手帳・バスタオル持参） 継続：13:30～15:30　　※要予約HP 9：30～11：30

みなみかせ保育園　 (母子手帳・バスタオル持参） しゃんぐりら 地Cかんがるー 10：30～11：30※要予約 13：30～16：00
「絵本の貸し出し」11：00～12：30 幸市民館 「子育てクラブ:ぐるぐるリサイクル」　　　「絵本の読み語り会」 北加瀬こ文 にじいろ保育園
「手作りおもちゃキット配布」 「さいわい子育て広場」10：00～12：00 9：45～11：15※要予約12組 10：00～11：30※予約制 「あそぼ」10：30～11：30 　　　　　新川崎
12:00～13:30 対象：0歳～2歳の親子10組 みなみがわら保育園　 キディ古市場保育園 対象：1歳～6歳までの幼児親子 「絵本読み語り」
「園庭開放」12：00～13：00※要予約 小倉こ文 「ひな祭り制作」10:00～11:00 「絵本の読み聞かせ・身体測定・ 地Cふるいちば 10：30～10：45

「ベビータイム」10：00～12：00 対象：0～2歳※要予約先着6組 栄養相談等」10：00～10：30 にこにこキッズ「ひな人形制作」 対象:0歳～5歳児
1歳未満の乳児親子の交流広場 南河原こ文 対象：0歳～3歳※要予約先着5組 10：30～11：15　※受付開始2/2～ ※要予約3組

20 ◇幸区地域ケア推進課 「ベビーマッサージ」10：30～11：30 日吉分館 対象：2・3歳のお子さんと保護者10組 下平間こ文
☆南加瀬原町会館 「おでかけぽかぽか」10：00～13：00 ※申込2/1～2/12来館・電話 「ひろばであそぼうひよこクラス」 ひよし保育園 「スマフォト講座」

「南加瀬赤ちゃん相談」 さいわいふるさと公園、戸手第１公園 対象：10ヶ月位までの親子定員8組 10：30～11：30（受付：10：15～） 「絵本の読み聞かせ・園庭開放」 10：30～11：30

19 初回：10:00～11:30(受付11:00まで） 21 22 対象：0歳～1歳6ヶ月と保護者10組 14：00～15：00対象：0歳～2歳 対象:パパママ定員10組

下平間こ文 継続：13：00～15:00(受付14：30まで） 地Cふるいちば 地Cふるいちば ※要予約先着5名、育児相談あり 申込(2/1～2/15)

「おとなヨガ」 （母子手帳・バスタオル持参） 「身体測定」9：00～11：30 「身体測定」9：00～11：30 23 24 HP・広報参照

10：00～11：00 小倉こ文 しゃんぐりら 「もぐもぐおしゃべり会」 南河原こ文 地Cかんがるー しゃんぐりら
対象：パパママ 「キッズタイム」10：30～12：00 「子育てクラブ:ぐるぐるリサイクル」　　　（栄養士来所）9：30～11：00 「みなみがわらシアター」 「誕生日会」10：00～12：00※予約制
定員10組 対象：1歳以上の幼児親子 9：45～11：15※要予約12組 ☆パークシティ全体集会室 10：30～12：00 南河原こ文
申込 南河原こ文 ◇幸区地域ケア推進課 「ママと赤ちゃんのつどい」 「ちびっこランド」10：00～12：00 14;00～14:45※要予約20組
(2/1～2/15) 「ハッピーリユース会」 「おでかけぽかぽか」10：00～13：00 10：00～11：20(受付10：20まで） ◎河原町団地県営集会場 25
HP・広報参照 10：30～12：00※収集期間2/1～2/19 小倉西公園、諏訪公園 地Cおぐら 「子育てたんぽぽ:お雛様作り」 南河原こ文

みなみかせ保育園　 北加瀬こ文 「おえかきの日」10：30～/11：00～ 10：00～11：30 「ダンボール迷路」
「絵本の貸し出し」11：00～12：30 「ベビーマッサージ」10：30～11：30 ※要予約 対象：1～3歳（前後）の親子 10：00～12：00
「手作りおもちゃキット配布」 対象：2カ月～8カ月位の乳児親子 地Cさいわい 北加瀬こ文 北加瀬こ文
12:00～13:30 申込2/1～2/14 定員8組 赤ちゃんタイム「ひなたぼっこ」 「おしゃべり広場」10：30～11：30 「プラレールで遊ぼう」
「園庭開放」12：00～13：00※要予約 11：15～12：00※要予約 対象：0歳～1歳の乳児親子 10：30～12：00　

26 27 28 申込2/6～2/20 定員10組 

しゃんぐりら ☆区役所幼児食教室 幸市民館 ゲートタワーローズ保育園
南河原こ文 「ママのほっとタイム」9:30～11：15 9：30～11：30※要予約HP 「さいわい子育て広場」10：00～12：00 「絵本読み語り」10：45～11:00

※要予約5組　　保育あり(1/26、 小倉こ文 対象：0歳～2歳の親子10組 対象：6か月～2歳半程度※要予約
3/30いずれか1回参加可能） 「ベビータイム」10：00～12：00 南河原こ文

10：00～12：00 北加瀬こ文 1歳未満の乳児親子の交流広場 「バランスボールエクササイズ」
「読み聞かせ＆コンサート」 どりーむ東小倉保育園 10：00～11：00
10：30～11：30　 「身体測定・絵本などの読み語り」 ※申込2/1～2/19来館・電話

みなみかせ保育園　 10：00～10：20　対象：0～3歳 対象：2ヶ月～1歳の親子定員8組
「絵本の貸し出し」11：00～12：30 ※要予約5組 ◇幸区地域ケア推進課
「手作りおもちゃキット配布」 かしまだ保育園 「おでかけぽかぽか」10：00～13：00
12:00～13:30 「園庭開放　絵本読み聞かせ」 さいわいふるさと公園、戸手第１公園
「園庭開放」12：00～13：00※要予約 10：00～11：30 北加瀬こ文
ひよし保育園 「ぽぽんたらんど」10：30～12：00
「ひなまつり制作」14：00～14：45 おひな様作り※予約制親子15組

子育て講座「子育てがラクになる
～抱っことおんぶの話～」

木 金月 火 水

「ダンボール迷
路」

対象：0歳～2歳※要予約先着5名、育児相談あり

土

「オンライン講座:はじめて
のパパ講座」

幸区のホームページにも掲載しています

＜掲載している地C（地域子育て支援センター）情報＞

地域子育て 支援センターふるいちば（月）～（金） ９：００～１１：３０、１３：３０～１６：３０ （５３３）３３７８

地域子育て支援センターさいわい （火）（木）（金） ９：３０～１２：３０ ０７０－４５６１－５４７７

地域子育て支援センターおぐら （水）（木）（金） ９：３０～１２：３０ ０７０－３６０８－８４７９

地域子育て支援センターかんがるー （月）～（金） ９：００～１２：００・１３：３０～１６：３０ （５８０）３０２０

☆印のイベントは

幸区のHPに掲載しています。

変更等の情報も確認できます

のでご利用ください。

新川崎みらいのそら

保育園
園庭開放・絵本貸し出し

を行っています。

〇毎週 月・木曜日

１１：３０～１２：３０

パパっとサタデー！

地域子育て支援センターふるいちば

「いろんな保育園の

保育士さんと遊ぼう!!冬まつり」
○日時：２月１８日（土）９：３０～１１：００

○場所：地域子育て支援センターふるいちば

○内容：幸区内の保育園の保育士さんと運動遊びや

制作などが楽しめます。

○問い合わせ：幸区役所保育所等・地域連携担当


