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発行： 志木市西原子育て支援センター

住所： 〒３５３－０００５

志木市幸町３－９－５２ ※Ⓟなし
電話： ０４８－４７２－７１１２

((https://manmaaru.com/)

西原子育て支援センター「まんまある」は、NPO法人志木子育てネットワークひろがる輪が志木市より業務受託し運営しています。

新年おめでとうございます。今年はうさぎ（卯）年ですね。うさぎは穏やかで温厚な

性質であることから、「家内安全」の象徴として親しまれているそうです。

子育て家庭にとっては、なんだか嬉しい一年になりそうな響きですね。また、その飛躍

する姿から「飛躍」、「向上」の年とも言われています。どんな一年が待っているのか

楽しみです。では、最後になりましたが、本年もよろしくお願いします。

職員一同心よりご利用をお待ちしております。 （施設長：神崎喜代乃）

あそびの広場は予約制です
未就学児と保護者と妊婦さん、お待ちしています

通信１月号

ランチで食育

奇数月実施の「小児科医子育て相談」は、講師の都合により

令和５年３月までお休みさせていただきます

あそびの広場の開所時間

午前：９時30分～12時 午後：13時30分～16時

※第１・３土曜日は15時30分まで

・利用日の一週間前から予約受付します

(１週間前が休日の場合はその前の開所日から)

・空きがあれば当日の利用受付が可能です

電話にてお問合せください

電話受付時間：月～金曜日、第１・３土曜日

９時３０分～１６時３０分

妊婦さん向け事業 にんまある

☆年始は１月４日（水）から開所し、１２月２１日(水)から予約受付開始です

※７日(土）午後、２１日(土）午後のあそびの広場は通常どおりです

※１９日（木）午前のあそびの広場はお休みです

※２０日（金）午後のあそびの広場は０歳のみです

※２７日（金）午前のあそびの広場はお休みです

曜日 月 火 水 木 金 土

日にち 2 3 4 5 6 7

午前 お休み お休み
パパと絵本で
あそぼう

午後 にんまある

日にち 9 10 11 12 13 14

午前 お休み よみきかせ お休み

午後 成人の日

日にち 16 17 18 19 20 21

午前
子育て応援
パートナー

虫歯予防教室
あそびの広場
ぱぱまある

午後 ０歳ママ集合！ にんまある

日にち 23 24 25 26 27 28

午前
まんまある
あそぼう会

ランチで食育 お休み

午後

日にち 30 31

午前

午後

あそびの広場は

通常通り

あそびの広場は

通常通り

午後のあそびの広場

は０歳のみです

午前のあそびの広

場はお休みです

午前のあそびの広

場はお休みです

あそびの広場

は通常通り

午後のあそびの広場

は０歳のみです

午前のあそびの広場

はお休みです

午前のあそびの広場

はお休みです

あそびの広場は

通常通り

あそびの広場

は通常通り

あそびの広場予約番号

☎：０４８－４７２－７１１２
電話で希望の日にちと午前・午後をお知らせください

離乳食の後のお食事のことを

管理栄養士の先生と考えましょう！

詳しくは裏面をご覧ください

ご出産の少し先をイメージできる

子育て支援センターを見学してみませんか？

お友だち、ご近所の妊婦さんにお声がけ

ください。

スタート！



事業 と　き 内　容 対　象 そのほか

パパと絵本で
あそぼう

１月７日（土）
１０時４５分～１１時

絵本の読み聞かせ
ほか

未就学児と
保護者

パパリーディング倶楽部
※ママと子どもの参加も可

よみきかせ
１月１２日(木)

１０時４５分～１１時
絵本の読み聞かせ

ほか
未就学児と

保護者 あっぷっぷ

志木市出張
子育てサポーター事業

子育て応援
パートナー

１月１６日(月)
１０時３０分～１１時３０分

妊娠中、子育て中の不安や
わからないこと、気になって

いることを広場で気軽に
相談できます

未就学児と
保護者

虫歯予防教室
１月１９日(木)

１０時～１１時３０分
口腔ケアと

個別ブラッシング指導

おおむね８か月以上の
未就学児と

保護者

定員/１０組（抽選）
講師/西和江さん（歯科衛生士）

申込/１月１２日（木）まで
※申込多数の場合は抽選となります

０歳ママ集合！
１月２０日(金)

１４時～１５時３０分
〈受付〉１３時３０分～１４時

節分の製作と
おしゃべりタイムほか

１歳未満の
乳児と保護者

定員/８組（受付順）
申込/１月 １３日(金)～１９日(木)

あそびの広場

　ぱぱまある
１月２１日（土）

９時３０分～１２時
節分ごっこと

ふれあいあそび
未就学児と

保護者
定員/１０組（受付順）

申込/１月１３日(金)～２０日(金)

まんまある

あそぼう会
（西原保育園共催）

１月２５日(水)
１０時～１１時

園庭あそび
（あそびの広場は通常通り）

未就学児と
保護者

定員/１０組（受付順）
申込/１月１８日(水)～２４日(火)

※直接園庭にお越しください
※雨天は中止になります

ランチで食育
（健康増進センター共催）

１月２７日（金）
１０時～１１時

管理栄養士による食育講座
「離乳食後の食事について」

の話と座談会等

おおむね1歳からの
子どもと保護者

講師/恒石恵子さん（管理栄養士）
定員/６組（抽選）

申込/１月２０日（金）まで

にんまある
（NPO法人志木子育て

ネットワークひろがる輪協力）

１月７日（土）
１月２１日（土）
１４時～１５時

子育て支援センターの
紹介と見学

妊婦さん同士の交流
妊婦さんとそのご家族

定員/４組程度
申込/１週間前の(金)から受付
※あそびの広場は通常どおり

〈安全な「あそびの広場」のために〉

子育て支援センターは免疫機能の未熟な乳幼児たちが集う場所です。

感染症の拡大防止のため、次のような方はご利用をお控えください

１．体調が悪いとき、発熱、倦怠感、

風邪（咳・鼻水・腹痛等）症状のあるとき

２．ご家族の方に上記症状があるとき

来所した後2日以内にご本人または同居家族が新型コロナウイルス陽性、

もしくは濃厚接触者と診断された場合はご連絡ください

〈入室時のお願い〉

●入室前に手洗い

●非接触型体温計にて検温

●３歳以上の子どもと保護者はマスクの着用

＜下記の物をご持参ください＞

・ゴミを入れるビニール袋

・ねんねの赤ちゃん、身体測定をご希望

の方は体の下に敷くタオル、布など

事業のご案内

志木子育てネットワーク

ひろがる輪公式LINE

【相談受付】

月～金曜、第１・第３土曜 ９時～１７時

子どもとの関わり方、発育、発達など子育てに関する

ことや保護者自身についての相談をお受けします。来

所、電話、メールでの相談ができます。

西原子育て支援センター「まんまある」は、NPO法人志木子育てネットワークひろがる輪が志木市より業務受託し運営しています。

【写真の撮影・掲載についてのお願い】 ※Ⓟなし

まんまある案内図

０歳ママ同士の交流今月のうた

ぺったら

ぺったん

事業等の際に撮影させていただいた写

真を、通信・ホームページ等に掲載する

場合があります。市内の支援センターで

は、撮影及び掲載についての承諾の署

名をいただき、個人情報の管理を徹底し

て参ります。

身体測定は、随時

おこなっています。

ご希望の方はスタッフま

で、お声掛けください。

体の下に敷く

タオル等を

ご持参ください。

毎月の通信と

最新情報が

見られます
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