
０～３歳未満のお子さんを中心に子ども同士や親子のふれあいの場、子育て中の方々の語らいの場としてご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★にこにこ広場★ １月４日（火）からのご利用方法         ※お電話のみの対応となっており、つながりにくいこともございます。 

利用期間 時間  申込み開始日＊定員になり次第締め切ります 

１／４(火）～１／３１(月） 
①９：１５～１０：１５    ②１０：４５～１１：４５ 

③１３：１５～１４：１５   ④１４：４５～１５：４５ 
１２／２３（木） ９：００～ 

＊行事の申込日や方法などは裏面（次頁）をご覧ください。 

月 火 水 木 金 土 日 
【お願い】 

＊ご利用日には自宅にて検温をお願いします。 

＊保護者の方は、マスク・靴下の着用をお願いします。 

＊オムツシート（バスタオル可）、オムツを捨てる袋をお持ち

ください。 

＊ゴミはすべてお持ち帰りをお願いします。 

 

 
 

１ 

元日 

年始休館 

２ 

年始休館 

３ 

年始休館 

４ 
 

５ 
 

６ 
看護師電話育児相談

（フリーダイヤル） 

9：30～11：30 

13：30～15：00 

７ 
★オンライン交流会 

ぴよちゃんりすちゃん 

(０～１歳)ひろば 

1５:００～１５：３０ 

８ 
 

９ 
 

１０ 

成人の日 

休館 
 

１１ 
多世代交流会 

「絵本遊び」 

11：00～11：30 

 

１２ 
《午後０歳児専用》 

おっぱい相談 

※０～２歳対象 

１３：１５～１４：１５ 

１３ 
知育体操リトミック 

【１】9:５５～1０:１５ 

【２】１０:４５～1１:0５ 

１４ 
家族みんなで 

子育て孫育て講座① 

９：３０～１１：３０ 

１５ 
 

１６ 
パパと冬の 

ふれあい遊び 

13:30～１４：００ 

１７ 
《午前１・２歳児専用》 

 

★オンライン講座 

「教えて 離乳食」 

【１】１３：１０～１３：４０ 

【２】１４：１０～１４：４０ 

１８ 
 

《午後０歳児専用》 

気持ちのいい 

抱っこから始まる 

赤ちゃん何でも相談 

１３：００～１５：００ 

１９ 
★オンライン講座 
スマホ de 

フォトレッスン 
【ステップアップ編】 

1０：4０～1１：１０ 

ベビーリトミック・ 

ベビーマッサージ 

初めての方限定 

13：30～14：00 

２０ 
《午前サンサンサロン

利用者専用》 

発達相談 

１０：００～１２：００ 

 

親子で遊ぼう 

♪多言語 

１３：３０～1４：０0 

２１ 
0歳からできる体幹

トレーニングと 

ベビママヨガ 

 

 

★ライブ配信あり 

親子でわらべうた 

11：00～11：30 

２２ 
 

２３ 
パパもママもみんな

で楽しむ 

パパサンデー 

２４ 

休館 

 
 

２５ 
骨盤セルフケア 

 

 

 

思い出のカード作り 

13：30～1３:５0 

２６ 
ぴよちゃん（０歳児） 

すくすくえほん 

１１：００～１１：２0 

《午後１歳児専用》 

りすちゃん（１歳児） 

すくすくえほん 

１５：００～1５：20 

２７ 
英語遊び 

 

 

 

オンラインに変更 

リフレッシュヨガ 

15:１５～15:４５ 

２８ 
家族みんなで 

子育て孫育て講座② 

９：３０～１１：３０ 

 

午後休館 

２９ ３０ 

休館 
 

３１ 

《午後２歳児専用》 

うさちゃん（２歳児） 

すくすくえほん 
１５：００～15:20 

 

２０２２年 １月 子育て支援センターうらわ 

【にこにこ広場】 みんなが自由に過ごせる広場です 

皆様に安心安全にご利用いただくため、事前予約制となります。あら

かじめお電話にてご予約の上、お越しください。当日受付もしており

ますので、来館前にお問い合わせください。日頃より健康観察を続け

ていただきますようお願いします。 

《利用人数》  各回１２組まで  

《利用対象》  ０～3歳未満のお子さんと保護者

《申込み方法》 電話予約  

         ☎ ０４８－８１４－０４８１ 
＊３歳以上のごきょうだいは、予約状況によってご利用をお控えいた

だくこともありますので、詳細はご予約時にご確認ください。 
＊新型コロナウイルス感染症等の状況により、変更になる場合があります。 

＊当施設専用の駐車場・駐輪場はございません。近隣の駐車場・駐輪場等をご

利用ください。 

〒330-006３ 
さいたま市浦和区高砂１－２－１エイぺックスタワー浦和オフィス東館３０９ 

☎＆FAX048-814-０４８１ 相談専用☎048-８１４-０４８０ 
《休館日》 第２・４月曜日 第５日曜日 祝日 年末年始 
       ※１月２８日（金）午後 館内点検・消毒のため休館 
《利用時間》 ９：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

★ご利用時に「子育て支援センター利用者カード（申込書）」を受付に提出

してください★ 
「子育て支援センター利用者カード（申込書）」は子育て支援センターうらわ
のホームページからダウンロードできるほか、各区役所支援課、保健セン

ター、各子育て支援センターに設置しています。できるだけ事前にご記入
いただくようご協力をお願いいたします。 
＊健康チェック項目にチェックできない場合には、ご利用をお控えいただきます。 

＊提出された「利用者カード」は当館にて２か月間保管後、完全に廃棄処分します。 

◆ブックスタート事業◆ 予約不要 

絵本の引換えを行っています。開館時間

内に「絵本引換券」をお持ちください。 

子育て支援員が赤ちゃん絵本の楽しみ方

などもご紹介しています。 

◆わいわいタイム◆  
毎日②④終了１０分前、子育て支援員によ

る楽しいわらべうた・手遊び・リズム遊び

など親子で楽しめるプログラムです！ 

①③は体操などを行います 

◆パパもママもみんなで楽しむパパサンデー◆ 
 

 

行事が開催される時間帯のにこにこ広場は、その

行事の参加者専用となります。 

（但し育児相談・オンラインイベントを除く） 

ご不明の点はセンターにお問い合わせください。 

変更・延期 

変更・延期 変更・延期 

内容を変更します 

まん延防止等重点措置を受け変更になる
行事があります。 



★オンラインイベント共通 

《注意事項》 

 

★オンラインイベント★【予約制】  ※オンライン会議システム「zoomミーティング」を使うイベントです。 
日時 行事名 予約人数 内容 申込日 

７日（金） 

１５：００～１５：３０ 

★オンライン交流会 
ぴよちゃんりすちゃん（０～１歳）ひろば 

先着６組 

０～１歳 

子育て支援員と一緒に親子でふれあい遊びや手遊び・手袋シアター

を楽しんだり、参加者同士でテーマに沿った情報交換を楽しむ交流

の時間もありますよ！zoom初心者もリピーターも大歓迎！。 

12/2３ 

(木) 

１０：００～ 

１７日（月） 

【１】１３：１０～１３：４０ 

【２】1４：１０～1４：４０ 

★オンライン講座 
「教えて 離乳食」【１】【２】 

各回先着６組 
【１】０歳３～７か月 

【２】０歳８～１１か月 

管理栄養士による離乳食レッスンです。 

「いつからなにを食べていい？」「うちの子食べない…」 

「離乳食ってむずかしい？」そんな不安にお答えします。 

１９日（水） 

１０：４０～１１：１０ 

★オンライン講座 
スマホ deフォトレッスン 
「わが子を可愛く撮っちゃおう 」 

【ステップアップ編】 

先着６組 

ママフォトグラファーによるスマホ写真講座です。ステップアップ編

では、無料アプリによる画像編集についてお伝えします。スマホ操

作しながら受講できる PC・タブレットでのご参加がオススメです！ 

２１日(金) 

11：00～11：30 

★ライブ配信 
親子でわらべうた 

先着６組 
おうちでゆったりとわらべうた遊びを楽しみませんか？センターで

の参加者と一緒に楽しむライブ配信です！ 

27日(木) 

1５：１５～1５：４５ 

★ライブ配信 
リフレッシュヨガ 

変更：先着１０組 
親子で楽しめるやさしいストレッチです！ センターで参加者と一

緒に心もからだもリラックス＆リフレッシュしましょう！ 

＊先ずは、お電話で申し込みをしてください 

＊お申込みの際、受付専用アドレスをお伝えしますので、別途メールでのご連絡をお願いします。 

＊不正アクセス防止と安全確保のため「ご自宅から接続・ビデオ付き（顔を表示・バーチャル背景不可）」での参加となります。 

＊前日（又は当日朝）に招待メールをお送りします（招待メールが届かない場合はお電話にてお問い合わせください）。 

＊当日、URLを開き、お時間まで待機画面でお待ちください。  ※必ず事前にオーディオチェックをお願いします。 

★育児相談★【予約制】 ※相談内容などの秘密は厳守いたします。 

日時 相談名 予約人数 内容 申込日 
６日（木） 
９：３０～１１：３０ 
１３：３０～１５：００ 

看護師による電話育児相談 
（フリーダイヤル） 

先着５名 
おひとり３０分 

経験豊かな保育園の看護師が相談に応じます。 
※ご予約時に電話番号をお伝えします 

随時 

１２日（水） 
１３：１５～１４：１５ 

おっぱい相談 先着４組 
おひとり 15分 

助産師による相談 
※０～２歳対象 

１８日（火） 
13：00～15：00 

気持ちのいい抱っこから始まる 
赤ちゃん何でも相談 

先着４組 
おひとり３０分 

助産師による相談 
※０歳対象 

２０日（木） 
1０：００～１２：００ 

発達相談 先着４名 
おひとり３０分 

発達心理学講師による相談 

 

 

 

 

 

 

★その他の行事★【電話予約】  ※こちらの行事はすべて１０：００～受付、１回のお電話で１イベントのご予約まで受付けます。 
日時 行事名 予約人数・対象 内容 申込日 

１１日(火) 

1１：０0～1１：３0 多世代交流会（絵本遊び） 先着１２組 
絵本セラピスト講師から絵本を使った遊びを学びましょう。祖父母

の方をはじめ多世代の皆様のご参加をお待ちしています 1/４（火）～ 

１３日(木) 

【１】９：５５～１０：１５ 

【２】10:45～１１：０５ 
知育体操リトミック【１】【２】 

先着１２組 

【１】１歳対象  

【２】２歳対象 

リトミック、絵カード、歌などの知育レッスン＋親子体操で楽しく動

きましょう！乳幼児期にバランス良く発達の土台を培うにはあらゆ

る分野からアプローチしましょう！ 
1/５(水)～ 

①14日（金） 

②２８日（金） 

9：30～11:30 

家族みんなで子育て孫育て講座①② 

＊①のみ・②のみ・①②両日 いずれでも予約可 

子育て中のご家族 

パパママ・祖父母他 

各日先着８組 

さいたま市地区の助産師による講座。家族みんなで楽しい子育て・

孫育てをするには？ご家族一緒に考えてみませんか？世代を超え

た子・孫との関わり方のヒントがきっと見つかることでしょう！ 
1/６(木)～ 

１６日（日） 

１３：３０～１４：００ 
パパと冬のふれあい遊び！ 

先着１０組 

パパとお子さま 

子育て支援員による体を動かす楽しい遊びやクルクル回るコマ作

りをパパと一緒に楽しみましょう！（ママ・ご家族も参加可） 1/７（金）～ 

２０日(木)  

1３：３0～1４：０0 親子で遊ぼう♪多言語 先着１２組 いろいろな国の歌や踊り、手遊びなどで多言語に親しみましょう！ 1/１１（火）～ 

２１日（金） 

１１：００～１１：３０ 
親子でわらべうた  先着１２組 

おはなしサークルの方によるわらべうたとおはなしの読み聞かせ

です。 ※同時進行で Zoomによる生ライブ配信を行います。 1/１２（水）～ 

２５日（火） 

１１：００～１１：３０ 
骨盤セルフケア 変更 延期いたします 1/１４（金）～ 

２５日（火） 

１３：３０～１３：５０ 
思い出のカード作り 先着１２組 

講師指導のもと思い出を形に残す素敵なカードを作りましょう。写

真をお持ちください。最後に作品をお披露目し合うと楽しいですよ 1/１７（月）～ 

２６日(水) 

１１：００～１１：２０ 
ぴよちゃん(０歳児)すくすくえほん 先着１２組（０歳） 内容を変更いたします 

  

終了後は自由に広場で遊びましょう。月齢に合った玩具を用意して

います。（２歳児の日には大型ブロック・おままごと・お人形・ミニカ

ーなどもありますよ！お楽しみに～） 

1/１8（火）～ 

２６日(水) 

１５：００～１５：２０ 
りすちゃん（１歳児）すくすくえほん 先着１２組（１歳） 1/1９（水）～ 

３１日(月)  

１５：００～１５：２０ 
うさちゃん（２歳児）すくすくえほん 先着１２組（２歳） 1/25（火）～ 

２７日（木） 

１１：００～１１：３０ 
英語あそび  変更 延期いたします 1/20（木）～ 

27日(木) 

1５：１５～1５：４５ 
リフレッシュヨガ 変更 オンライン講座に変更いたします 1/2１（金）～ 

《来月予告》２/15(火) 

１０：４５～11：４５ 

ふたごのつどい 
浦和区保健センター℡０４８－８２４―３９７１ 

先着８組 

多児妊婦（１６週～） 

ふたご以上の親子 

ふたご以上を妊娠している方とふたご以上の子どもを育てている

方の交流の場です。          

＊お問い合わせ：浦和区保健センターへ 

市報１月号を

ご覧ください 

★その他の行事★【抽選】※センター受付でお申込みください。電話申込不可・1/９(日)締切。抽選結果 1/１４（金）館内掲示・HPにて発表 
１９日(水) 

13：30～14：00 

ベビーリトミック・ベビーマッサージ 
＊床に敷くタオルをご持参ください 

初めての方限定 

０歳対象・１２組 
ベビーマッサージインストラクターによる、ピアノの音に合わせて体

を動かすリトミックや成長促進に役立つマッサージです。     

申込締切り 

1/９（日） 

結果発表 

1/1４（金）～ 

２１日（金） 

９：３０～１０：００ 

０歳からできる体幹トレーニングと 

ベビママヨガ *床に敷くタオルをご持参ください 
０歳対象・１２組 

わらべうたを使って親子でふれあいながら体幹トレーニングを行い

ます。コミュニケーションを取りながら楽しく体を動かしましょう 

 

 
 
 

《サンサンサロン》 【予約制】  

２０日（木）９：００～１２：００  先着１２組  随時受付 
発達心理学講師・子育て支援員に相談をされたことのある方、また、発達に心配

のあるお子さんとご家族のふれあいの場としてお気軽にご利用ください。 

◇なんでもお気軽相談◇【予約不要】 ９：００～１２：００ １３：００～１６：００ 

◎電話相談  ０４８－８１４－０４８０ （相談専用） 
◎来館相談  お気軽に子育て支援員にお声がけください。 

 保育士資格のある子育て支援員がご相談に応じます。 

当施設はさいたま市の委託を受けて社会福祉法人浦和乳幼児センターが運営しています 

＊＊埼玉県 LINEコロナお知らせシステムについて＊＊ 

訪れた施設や店舗、イベントなどに新型コロナウイルス感染者がいたことがわかった場合、濃厚接触した可能性のある方に注意喚起のメッセージを配信するサービスです。 

ご登録されている方は、館内にて QRコードの記載されたポスターのコードをご来館のたびに読み取ってください。ご協力をお願いします。 


