施設のサロン一覧

こどもと一緒にでかけよう！

鴻巣児童センターのサロン
「みんなであそぼ」
日時：第２水曜日（8月休み） 10:30～11:30
場所：鴻巣児童センター（本町3-12-24）
連絡先：048-541-0442
★歌・手遊び・工作・集団遊び・親子の交流

鴻巣市内の各子育て支援拠点や子育てサロンでは、子育て仲間や子育
ての先輩など、育児を応援してくれるたくさんの人達が待っています。
ちょっとでかけてみようかな．．．と思ったらお気軽にどうぞ！

＊祝日・振替休日・年末年始等により開催日時を変更する場合があります。
＊詳細は、各地域子育て支援拠点・サロンまでお問い合わせください。

鴻巣市地域子育て支援拠点一覧

※原則

申込不要・費用無料

子育てサロン北新宿
(NPO法人親学推進ネットこうのす)

鴻巣市子育て支援センター
日時：月～金8:30～16:30
場所：生出塚保育所内(生出塚2-7-1)
連絡先：048-542-8281
その他：講座等は一部要申込、有料

日時：水金土9:30～14:30
場所：北新宿児童センター内（北新宿943）
連絡先：080-3713-2416
その他：講座等は一部要申込、有料

★読み聞かせ、手遊び等。子ども同士の育ち合いや親同
士の情報交換で楽しく子育てできることを目的とした場で
★自由遊び、制作、園庭遊びなど。他に親子ｴｱﾛﾋﾞｸｽなど
す。
各種講座（要申込）、月１回給食体験（要申込、有料）。

子育てサロン箕田

（NPO法人心の子育て支援ハッピーマザー）

日時：火水木9:30～12:30
場所：箕田児童ｾﾝﾀｰ内(稲荷町26-32)
連絡先：080-3460-2041

鴻巣市川里ひまわり保育園
子育て支援センター

日時：月～金8:30～16:30 施設開放（9:00～15:00）
★0歳からよちよち歩きの赤ちゃんを中心に、ゆったりした
場所：川里ひまわり保育園内 (関新田1261-1) 雰囲気でお母さん方も、安心してお子さんと遊べます。
連絡先：048-569-0006
その他：講座は一部要申込、有料
子育てサロンあたご
(NPO法人親学推進ネットこうのす)
★自由遊び、親子ﾘｽﾞﾑ、壁面制作など。
親子ｺﾝｻｰﾄなど各種講座有（講座は要申込）。

日時：火水木9:30～12:30
場所：あたご児童ｾﾝﾀｰ内（原馬室3460-1）
連絡先：080-7151-0130
★読み聞かせ、手遊び等。子ども同士の育ち合いや親同
士の情報交換で楽しく子育てできることを目的とした場で
す。

なかよし広場 寺谷保育園
日時：月～金8:30～16:00
＊土曜 面接相談・サロン貸出し（事前予約）

場所：寺谷保育園支援ｾﾝﾀｰ(寺谷335-1)
連絡先：048-580-5841
／ｱﾄﾞﾚｽ：teraya-hoikuen@saitama.email.ne.jp

その他：一部要申込、有料

子育てサロン田間宮
（NPO法人きっずくらぶ・エンゼル）
日時：火水木／金は月に1～2回 9:30～12:30
場所：田間宮児童ｾﾝﾀｰ内（登戸149）
連絡先：080-4359-7642
／ｱﾄﾞﾚｽ：kidsclub_angel@yahoo.co.jp

★ｻｰｸﾙ、園庭室内開放、給食等体験、絵本の貸出、家族
★ﾌﾞﾛｯｸ等おもちゃ遊び、一緒にﾘｽﾞﾑや手遊び、絵本の読
支援の日、ﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ、子育て相談など。
み聞かせ等。子育て相談も随時受付しています。

子育てサロンエルミこうのす
（NPO法人きっずくらぶ・エンゼル）
日時：月水金9:30～14:30
場所：ｴﾙﾐこうのすｱﾈｯｸｽ３Ｆ市民活動ｾﾝﾀｰ内（本町1-2-1）

連絡先：080-4427-3723
／ｱﾄﾞﾚｽ：kidsclub_angel@yahoo.co.jp

子育てサロンコスモスふきあげ
（NPO法人きっずくらぶ・エンゼル）
日時：火木金9:30～12:30
場所：吹上児童ｾﾝﾀｰ内（吹上富士見1-1-1）
連絡先：080-3460-2050
／ｱﾄﾞﾚｽ：kidsclub_angel@yahoo.co.jp

★おもちゃ、ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ、大きなﾌﾞﾛｯｸ遊び等。毎週木曜日に
★ﾏｯﾄの上でごろごろしたり、広いお部屋を自由に動き回っ は特別活動があり、月に一度計測もしています。
たりして遊べます。ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙや滑り台もあります。

子育て支援ネットワーク登録団体一覧

※原則申込不要・無料

箕田児童センターのサロン
「子どもの部屋」（ネットワークkoko）
日時：第３金曜日 （8月休み） 10:00～11:30
場所：箕田児童ｾﾝﾀｰ（稲荷町26-32）
連絡先：048-596-0602（箕田児童ｾﾝﾀｰ代表）
★子どもたちの交流、ﾘﾄﾐｯｸ、手遊びや読み聞かせ、子育て相談など。

あたご児童センターのサロン
「子育てサロンｐｏｏｈ（ぷー）」
日時：第１木曜日 10:00～11:00（5月は第2木曜日）
場所：あたご児童ｾﾝﾀｰ（原馬室3460-1）
連絡先：048-543-2665（あたご公民館代表）
★手遊び・読み聞かせ・布絵本・友達作りなど。

常光児童センターのサロン
「子育てサロンにこにこほっぺ」
日時：第3火曜日（8月休み） 10:00～12:00
場所：常光児童ｾﾝﾀｰ（下谷196-1）
連絡先：048-541-2005（常光公民館代表）
★月ごとの紙芝居や絵本の読み聞かせ。手遊び、ﾎﾞｰﾙﾌﾟｰﾙ、いろ
いろなおもちゃなどで遊べます。

笠原児童センターのサロン
「子育てサロンひよこちゃん」
日時：第４金曜日（8・12月休み） 10:00～11:30
場所：笠原児童ｾﾝﾀｰ（笠原791-1）
連絡先：048-541-0261（笠原公民館代表）
★おともだちと一緒に遊びましょう！

田間宮児童センターのサロン
「子育てサロン～ほっとたいむ～」
日時：第１・３金曜日 10:00～12:00
場所：田間宮児童ｾﾝﾀｰ（登戸149）
連絡先：048-596-0137（田間宮生涯学習ｾﾝﾀｰ代表）
★おしゃべりしたい、子育ての悩みを聞いてほしいﾏﾏ！妊娠中のﾏ
ﾏ！おじいちゃん、おばあちゃん、おとうさんも大歓迎！

吹上児童センターのサロン 「おひさま広場」
日時：第４火曜日 10:30～12:00
場所：吹上児童ｾﾝﾀｰ（吹上富士見1-1-1）
連絡先：048－548－4726（吹上生涯学習ｾﾝﾀｰ代表）
★絵本や紙芝居の読み聞かせ、リトミック、手遊び、自由遊びなど。

北新宿児童センターのサロン「のびのび広場」
日時：第３木曜日（8・12月休み） 10:30～12:00
場所：北新宿児童ｾﾝﾀｰ（北新宿943）
連絡先：048-501-6022（北新宿児童ｾﾝﾀｰ代表）
★絵本、リトミック、手遊び、自由遊びなど。

川里児童センターのサロン
「川里ひなちゃんサロン」
日時：第３水曜日（8・12月休み） 10:00～11：30
場所：川里児童ｾﾝﾀｰ（広田3141－1）
連絡先：048－501-7122（川里生涯学習ｾﾝﾀｰ代表）
★育児、子育て等の心配事を地域の主任児童委員に相談できます。

社会福祉協議会の子育てサロン
日時：第１木曜日 10:00～11:30
場所：鴻巣市総合福祉ｾﾝﾀｰ（箕田4211-1）
連絡先：048-597-2100
★体操・ﾘｽﾞﾑ運動、紙芝居など・・・安心してご参加ください。

親子なかよし倶楽部
日時：不定期 毎月発行の予定表やHPでご確認ください。

場所：大芦こども園内（大芦1616-2）
連絡先：048-548-2365 ＊倶楽部の件でとお問合せください。
★紙芝居や折り紙、お絵かき・体操・園内新幹線に乗れる日もありま
す。お子さまの心配事やﾏﾏの悩み等いつでもお声がけください。

ハッピーマザーのおしゃべりサロン
（NPO法人心の子育て支援ハッピーマザー）
日時：第2土曜日 10：00～12：00
場所：ｺｽﾓｽｱﾘｰﾅふきあげ（明用636-1）
連絡先：090-1213-3044
ｱﾄﾞﾚｽ：happy_mother2014@yahoo.co.jp
https://happy-mother2000.jimdofree.com

連絡可能時間：15時以降
★子育てや家族の悩みなどを話をしてみると心が軽くなるかもしれ
ません。生きていくことがもっと楽しくなるための居場所をご用意して
います。いつでも来てください。

読み聞かせグループたんぽぽ
日時：第4木曜日 10:30～11:00
場所：北新宿児童センター（北新宿943）

★童謡を歌ったり、手遊びしたり、絵本を読んだりします。終了後は
参加者同士の交流や、遊びの時間となります。

まちの待合室（NPO法人ワーカーズコレクティブこうさてん）
日時：第4月曜日 10:00～12:00
場所：ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ幸茶店（吹上富士見3-1-7）
連絡先：048-598-7614／ｱﾄﾞﾚｽ：bcl17457@nifty.com
連絡可能時間：10時～16時
費用：お問合せください

★よろず相談可能なサロンです。看護師がいるので健康に関する事
★幼児から大人を対象に、昔話の語りや絵本の読み聞かせ、本の もOK。個別相談には別室を用意します。
貸し出しをしています。他に、吹上図書館おはなし会などで、読み聞
ビタミン・キッズ（NPO法人家族サロンビタミン・キッズ）
かせ活動も行っています。
日時：子育てｻﾛﾝ：不定期 ※ｲﾍﾞﾝﾄ等：不定期

子育てわくわくサロン

場所：ｳﾆｸｽあそびひろば
総合福祉ｾﾝﾀｰ等
連絡先： 048-548-6594（連絡可能時間：19時～21時）
費用：無料

日時：月末の木曜日 10:00～11:30
場所：市民ｾﾝﾀｰ（赤見台1-15-15）
連絡先：090-6929-0621
費用：無料

★食育の大切さを一緒に考えたり、中高大生とｹﾞｰﾑで交流したり、
楽しくすごすことで、明日へのやる気を開発しています。

★ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ型子育てｻﾛﾝの開催、おやつ付き。おはなし会・こどもま
つり・夏まつり・ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ等、盛りだくさんです。

Sing Baby Sing
日時：ﾏﾏｺﾞｽﾍﾟﾙ/火曜日 10:00～

食物アレルギーっ子交流会
日時：交流会は2カ月に1回程度開催
ｱﾚﾙｷﾞｰ情報は随時配信中
場所：総合福祉ｾﾝﾀｰ、鴻巣保健所など
連絡先：090-6949-8721
／ｱﾄﾞﾚｽ：nikonikohome@nifty.com
連絡可能時間：19:30以降 ※なるべくﾒｰﾙで連絡希望

費用：無料、実費かかる時には都度、数百円程度徴収
★「食物ｱﾚﾙｷﾞｰっ子交流会」を開催し、ｱﾚﾙｹﾞﾝ混入情報やﾃﾚﾋﾞ・講
演会情報の配信をしています。お気軽にご参加ください。

コープみらい子育てひろば 大間会場
日時：第1・3月曜日 10:00～12:30
場所：ｺｰﾌﾟみらいﾐﾆｺｰﾌﾟ大間店（大間4-22-23）
連絡先：コーププラザ大宮 048-668-3065
連絡可能時間：10:00～16:00（日・祝休み）
費用：無
★お子さんの手形とりや、季節ごとの簡単な工作を作ります。

少人数予約制ボルダリングジム
KSK's ROCK CRAFT （障がい児・障がい者専用ジム）
日時：10:00～19:00 ※予約制
場所：屈巣3649
連絡先：090-6516-5162／ｱﾄﾞﾚｽ：ksk.rock.craft@gmail.com
費用：有 お問合せください
★個々の障がいに応じ、ご家族と相談しながらボルダリングを行います。ま
た、きょうだい児（障がい児の兄弟・姉妹）のケアも重要な課題と捉え、家族
全員で思いっきり遊ぶことを一番に、サポートを行っています。

わがまち相談室みかん
日時：第2・4水曜日 10:00～11:30
場所：本町6-5-21
連絡先：048-542-8581
／ｱﾄﾞﾚｽ：mikan@eiyou-support.sakura.ne.jp
費用：100円（お茶代など）
★こどもや子育て中の方から高齢者まで、健康や栄養講座、脳トレや食生活
に関することの相談など、多岐にわたる活動を行います。事前予約すること
で看護師や管理栄養士の個別相談も受けることができます。

hugくみ(NPO法人hugくみ)
日時：第2・4木曜日 10:00～14:00
場所：本町5-2-2
連絡先：090-8343-4719
アドレス：https://peraichi.com/landing_pages/view/hugkumi

＊連絡先は、原則、事業実施時間内に対応できる電話番号を記載しております。ご了承ください。

歌と絵本の会（NPO法人ワーカーズコレクティブこうさてん）
日時：毎週金曜日10:30～11:00
場所：ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ幸茶店（吹上富士見3-1-7）
連絡先：048-598-7614／ｱﾄﾞﾚｽ：bcl17457@nifty.com
連絡可能時間：10時～16時
費用：お問合せください

★月２回の子育てサロン・訪問型子育て支援サービス（週１回程度２
時間）・食育講座やスマホで撮る写真講座なども開催予定です。

わらべうたﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ、産後ダンス/不定期

場所：ﾏﾏｺﾞｽﾍﾟﾙ（市内音楽施設）
わらべうたﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ（講師自宅、オンライン）

連絡先：http://singbabysing.jimdo.com
費用：HPよりお問合せください
★子連れで気軽に参加できるｺﾞｽﾍﾟﾙです！わらべうたﾍﾞﾋﾞｰﾏｯｻｰｼﾞ
自宅教室は､ｵｰｶﾞﾆｯｸｵｲﾙを使用し､ｵﾘｼﾞﾅﾙのわらべうたで楽しくﾏｯ
ｻｰｼﾞ｡赤ちゃんもご機嫌です｡

わらべうた親子教室“あそぼ”
日時：月2回水曜日 9:30～10:45（1歳過ぎ～）
11:00～12:15（0～1歳）
場所：鴻巣市総合福祉ｾﾝﾀｰ（箕田4211-1）
連絡先：090-9808-3712（連絡可能時間：随時 ※ｼｮｰﾄﾒｰﾙ可）
費用：お問合せください
★親子でわらべうたあそびや、子育てﾜﾝﾎﾟｲﾝﾄｱﾄﾞﾊﾞｲｽ。

親子リトミックえれふぁんと
日時：月2回火又は金曜日
場所：ｸﾚｱこうのすﾘﾊｰｻﾙ室（中央29-1）
連絡先：090-9853-8353
費用：お問合せください
★ﾋﾟｱﾉ演奏によるﾘﾄﾐｯｸ（親子のふれあい、季節やｲﾒｰｼﾞを大切にし
ています）楽器の体験、工作、絵本の読み聞かせ等

ﾊｯﾋﾟｰママカフェ（NPO法人親学推進ネットこうのす）
日時：第１月曜日 10:00～12:00
場所：鴻巣市総合福祉ｾﾝﾀｰ和室（箕田4211-1）
連絡先：080-6515-2788
費用：お問合せください
★お茶をしながら、リラックスした雰囲気の中で親同士の交流や育
児相談を受けます。子育て中の親子、保護者のみの参加可。

埼玉県家庭教育アドバイザー親子育ちの会 K❤K

日時：相談の上、決定
場所：職場やスーパーマーケット内の子ども遊び場
連絡先：090-9808-3712
★働くお母さんとサロンに来にくいお母さんへこちらから営業所・スーパー等
に出向いての子育て講座、子育て相談、子育て支援等。

主任児童委員部会
★主任児童委員は、厚生労働大臣から主任児童委員として指名さ
れ活動しています。鴻巣市の各地区を担当する児童委員と連携・協
力して、皆さんのご相談を伺います。
もちろん、守秘義務がありますので、安心してお話ください。

