
家庭内の安全と子どもの応急手当て
家庭内で、乳幼児の事故を未然に防ぐ 
ポイントと応急手当について学びます。 
日時 １月26日（火）10：30～11：30 

会場 上鷺宮二丁目集会室   

住所 上鷺宮２－４－６ 

講師：目黒 則子（東京救急協会） 

申込み受け付け １月12日 10時～  

一時保育定員15名  

鷺宮地域子ども家庭支援センター  

電話 ３３３７－８４５０ 

 
 
1 月は、鷺宮地域センター 和室１号でおこないます。 
1月 12日（火）  時間 10時半～１２時。 
＊おしゃべり広場とお子さんの身体測定をおこないます。 

◎ 開 館 時 間 ◎ 
◎月曜日～金曜日  ９：00～17：30 
◎土曜日      ８：30～17：00 

◎学校休業日   ９：00～17：00 

（日曜日、祝日、休日はお休み） 

か 変

中野区鷺宮３－４０－１３ (鷺宮児童館内)    
電話 ３３３７－８４５０   FAX ３３３７－８４２９ 

saginomiyatiikikodomo@city.tokyo-nakano.lg.jp 

鷺宮地域子ども家庭支援センターだより ＮＯ．９     ２０１０年 １月号 

  

 
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

★申込み・問い合わせは、各児童館まで！ 
中野区内の方優先です 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1月 26日（火）①13：20～ ②15：00～ 

子育てに関する様々な悩み相談を、心理相談員がお受けします。予約
制。無料。鷺宮地域子ども家庭支援センターへ電話などでお申込みくだ
さい。今月は予約がはいっていますが、2月２３日は空きがあります。 
あ ます

子育て相談（開設時間中はいつでも） 

育児やしつけなど子育てに関する疑問や不安、子ども
の発達や健康のこと友だち関係など様々な相談を地域
子ども家庭支援センター職員がお受けしています。 
お気軽にお立ちよりください。 

こんなにらくちん簡単お弁当術
 幼児向けの簡単でアイデアたっぷりの 
お弁当作りのコツを紹介します。 
１月28日（木）10：30～11：30  

会場 若宮児童館 住所 若宮3-54-7 

講師：高根 恵子 （料理研究家）   

申込み受付け：１月13日 10時～ 先着25名 

若宮児童館 電話 ３３３０－７８９９ 

★親子で一緒に参加できます。 

 

新型インフルエンザへの対応に関するお願い 

お子様に、急な発熱、せき、のどの痛みなどのインフルエンザ

の症状がある場合は、利用は控えていただき、すみやかに医療機

関で受診してください。感染拡大の防止に、引き続きご理解とご

協力をお願いいたします。 

鷺宮児童館耐震改修工事ではみなさまにご迷惑をおかけしています。
１月末まで、鷺宮地域センターで子育てサービスの申請や取次ぎ、相談等お受けしています。
子育て広場の活動は変更がありますので、裏面の鷺宮児童館をご覧になるか、直接お電話で
問い合わせください。 ＊電話番号 3337-8450＊ 
★2月から鷺宮児童館施設の一部が利用できるようになり、 
子育てサービスの申請・取次ぎや相談、乳幼児親子の活動は鷺宮児童館の 
2階で実施します。詳しくは、次号でお知らせします。 

あけまして 
おめでとうございます。 

今年もよろしくお願いします。 

 

         1 月 25日（月）10：00～12：00 

視線が合わない、言葉の遅れ、運動発達がゆっくりめなど、お子
さんの発達に不安のある方の相談をお受けします。予約制。無料。
鷺宮地域子ども家庭支援センターへ電話などでお申込みください。 

 

 

母子手帳の交付や一時保育の登録、医療助成の

申請や変更届などの取次ぎならびに様々な子育て

サービスの情報を提供しています。 

＊サービス内容の詳細はお問い合わせください。 



あけましておめでとうございます。 
今年の冬は、あたたかくて美味しいものを
たくさん食べて、元気に過ごしましょう。
★今年も、児童館で楽しい活動がいろいろ

あります。遊びにきてね！ 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大和児童館 大和町 2-8-12 3330-3261 

ひろげよう子育ての輪 『わんぱくキッズ』  
火・金曜日 11:00～11:30   

1 月 15 日（金）から始まります。 
15 日（金） 22 日（金） わらべうたあそび
26 日（火） おはなし会 

大和西児童館 大和町 4-14-9  3330-5399 

『ポヨヨン・キッズ』 水・金曜日 11:00～11：30 
１月１５日（金）からはじまります 

お正月遊びも取り入れながら、みんなで楽しく遊
びましょう。水・金以外も遊びにきてね！ 

若宮児童館 若宮 3-54-7  3330-7899 

『みんなともだち』 水・金曜日 10:30～11:30 

               ＊登録は随時受付＊ 

冬期スタート 1 月 15 日(金) 

 寒さに負けず、元気いっぱいあそびましょう。くわし
いプログラムは「みんなともだち通信 1～3 月号」をご
覧ください。 
みんなともだちルーム(乳幼児親子専用室) 
乳幼児向けのおもちゃや絵本のほか、授乳カーテンやお
むつ替えマット、お布団もあります。児童館の開館時間
はいつでも (土曜日と学校休業日の 12 時～1 時は閉
館) 利用できますので、お気軽にご利用ください。 

西中野児童館 白鷺 3-15-5 3339-9826 

『のびのびキッズ』 水・金曜日 10:30～11:30 
乳幼児親子のみなさん！お正月はどんなふうに過ごしま

したか？実家でゆっくりしたママも多いのでは？ 

冬本番。寒い日が続きますがのびのびキッズで寒さをふ

きとばして楽しく元気にすごしましょう！のびのびキッズ

は 1 月 15 日金曜日から始まります。 

毎週水・金 １０：３０～１１：３０ 

1 月 15 日（金）冬休みの思い出語り 

1 月 27 日（水）ダイナミックなアスレチックあそび 

１月２９日（金）白鷺保育園の保育士さん看護師さん栄養  

士さんがきてくださいます。 

＊楽しいプログラムを用意してお待ちしています。 

鷺宮児童館 鷺宮 3-40-13  3337-8430 

耐震改修工事のため児童館では遊べません。 

《ひまわりキッズ》の実施日・場所の変更があります。 

１月 13 日スタート 
会場：上鷺宮地域センター分室（2 丁目集会室） 

和室 1 号 （上鷺宮２－４－６） 
時間：水・金曜日 10：３0～12：00 

１月１３日 おしゃべり会  
２９日 1 月のお誕生日会 

武蔵台児童館 上鷺宮 5-26-20 3970-0440

『たんぽぽタイム』火曜日～金曜日 １１：３０～１２：００ 
１２時～１時３０分 ２階でお昼を食べることができます。 

★１月は１３日（金）からはじまります。 
☆２月５日（金）親子ふれあい体操講座１０：３０～

＊詳細についてはお問い合わせください 

かみさぎ児童館 上鷺宮 3-9-19 3998-0074 

『ちびっこひろば』水曜日・金曜日 11:00～11:45 

１月２０日から冬期開始です。 

くまちゃんの日（絵本のよみきかせ）１月２７日

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3
4

鷺宮
5 6 7 8

大和西
9

10 11
12
鷺宮

13
若宮

14 15
かみさぎ

16

17 18
19
大和

20
武蔵台

21 22
西中野

23

24 25 26 27
大和西

28
29
若宮

30

育児アドバイザーが

各児童館を訪問し相

談をお受けします。

基 本 的 に は 午 前 中

で、時間は各館にお

問い合わせください 
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