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利用者の皆さんと共に歩んできたすずかけも、

この春で24年目を迎えることができました。

ボランティアの皆さんにも支えられて

ここまで続けることができました。

これからも共に 支え合いながらみんなが

居心地の良いひろばになるようスタッフ

一同がんばります。

すずかけ通信

自由開放

４月利用予約は1枠4組です
３月2３日（火）～ 受け付けます

♧開放日/時間

月・水～金（午前）１０：００～１１：３０

午後開放（ホールを開放しています）

火・木（午後）１３：４５～１４：４５

１歳児育児講座『てくてく』
ステップ３５募集♪

電話で問い合わせ・

予約をお願いします

in 別府公民館軽体育室

月曜日開催＊スケジュールをご覧くだい

開所時間：９：３０～１１：００

おでかけ広場

１歳半前後の子どもをもつお母さんと

お子さんの為の講座です

この時期ならではの共通する悩みや

発達を気軽におしゃべりしながら学びあいませんか？

対象 平成31年４月～令和２年３月生まれの親子
人数 ４組（先着順）

日程 （全3回・水曜日） 10：00～1１：30

6/2 6/16 6/30

参加費 500円

申し込み ＊５/１８（火）～受付開始します

電話または来所(事前予約）にて

お願いします

同年代の子どもを持つ親同士の出会いの場、さらに

子どもたちも初めての集団を経験できる場です

うまく反抗期を乗り切るために「一人で悩まずみんな

で子育てしよう！」を合言葉に毎回テーマを持った活

動とティータイムで育児相談ができます

講座終了後には、子育て仲間のサークルとして自主的

に歩んでいけるように応援します

対象 平成３０年４月～平成３１年３月生まれの親子

人数 ４組 (先着順)

日程 (全６回・水曜日) 10：00～1１：30

５/１２ ５/２６ ６/９ ６/２３

７/７ ７/１４

費用 ２,000円 （ノート・教材・お茶代など）

申し込み ＊4/１４（水）～ 受付します

電話または来所(事前予約）にて

お願いします

6・7月の活動予約のお知らせです
感染予防に気を付けながらご利用下さい

活動日時：6・7月の火曜日（1サークル1回）

１０：００～１１：3０

予約受付：４/２(火）～
１０：００～１５：３０
電話で予約をお願いします

サークル予約のお知らせとお願い

～相談と子育て情報を提供します～

※気軽にお電話ください ℡（フリーダイヤル）０１２０－８６－７０４５

★『子育て相談（電話・面接）』

★『どんぐり相談』

臨床発達心理士による個別相談です

毎月１回（金曜日） 要予約 無料

★『小さなおしゃべり相談会』

毎月１回 要予約

少人数で子育ての悩みを気軽に

話し合えるサロン的な相談会です

5月利用予約は1枠4組です
4月20日（火）～ 受け付けます

ハローナデシコ

相談室♭スタッフ出演します♡

「地域に広がれ！子育てのわ」

（FMプラプラというアプリで聴けます！）

４/６（火）１１：００～１２：００

お楽しみに ！

📻
FMクマガヤ
８７.6MHｚ

この通信は、新型コロナウイルス感染予防対策版です

※   来所の際は外靴を入れる袋を各自お持ちください
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１歳児育児講座
「てくてく』

スッテプ35募集開始

子育て支援センターのスケジュール

〇 安心、安全に利用していただく為に完全予約制とさせて頂きます 〇

問い合わせ・予約等は☎ 048－520－1518（すずかけ直通）

受付時間 月～金 １０：００～１５：３０まで

※ 別紙「すずかけを利用される皆様へ」をご理解のうえ予約してください

～利用にあたって～

２歳児育児講座
『3SUN 61』募集開始

※ 面談は電話で予約を

お願いします

電話相談はいつでも

受付しています

子育て相談 （電話・面談）

🌸開設日/相談時間

月～金・１０：００～１２：００

・１３：００～１５：００

相談

※♪すずかけ動画配信中♪
wi-fi環境でお楽しみください

☞ 子育て支援センター

☞ お知らせ欄※

または☞すずかけ通信欄

なでしこ保育園
ホームページ

育自ポータルサイト
（熊谷市子育て支援連絡会）

○午後開放

○午後開放



　　　　すずかけを利用される皆様へ

〇 スタッフも感染防止のために取り組んでいます

・スタッフも出勤前の検温・マスクの着用・手洗いを徹底しています。

・使用する遊具・おもちゃ等消毒を徹底いたします。

・ホールは換気をし、密にならないよう遊べるように配慮しています。

感染症の特性を理解し、普段から感染症予防に努めるとともに、来所にあたり感染リスク

があることを理解した上で支援センターをご利用下さい。また緊急の際にはこちらから

連絡することがあります。速やかな対応のご協力をお願いします。

〇来所する前に

① お家で親子共に検温・健康観察をして下さい。

※ 下記の場合は、お家で様子をみて下さい。電話での連絡をお願いします。

・最近2週間で、同居のご家族に発熱や咳等の体調不良の方がいる場合

・体温37.5℃以上の発熱の方

・咳や鼻水・くしゃみ・呼吸器症状でゼーゼー(アレルギー症状を除く）している。

・いつもより機嫌が悪い、お子さんがずっとぐずっている場合（体調を崩す

前ぶれの時もあります）

② 持ち物 ・水分補給の飲み物

・靴を入れる袋

・赤ちゃんがいる方はバスタオル

〇来所したら・・・保護者の方は必ずマスク着用をお願いします。

① 玄関の3階用インターフォンをご利用下さい。スタッフが玄関で対応します。

消毒（お子さんの消毒は任意）・検温・口頭による体調の確認をします。

② 靴は袋に入れ3階に持っておあがり下さい。お帰りの際、袋は持ち帰って下さい。

③ ホールに入室したら※利用者（健康観察）カード記入をお願いします。

～お願い～

☆感染拡大防止についてのご理解とご協力のお願い☆

新型コロナウイルス感染予防対策をしつつ、開所していきたいと思います。

下記の内容を十分にご理解いただいた方のみご利用ください。

ご不便をおかけすることもあると思いますがよろしくお願いします。

〇 利用希望の方は予約をお願いします 〇

すずかけ ☎ 048－520－1518（直通）

※予約受付 月曜日～金曜日 １０：００～１５：３０

※・感染症拡大予防策として、利用する方の健康チェックすることを目的としています。

・記入済み健康観察カードはすずかけで保管します。市より要請があった場合は提出いたします。

https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.illust-box.jp/sozai/all/kw_%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB/&psig=AOvVaw1hag8s4dw_2pZnODnvcpu4&ust=1592950754030000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDXy6PRluoCFQAAAAAdAAAAABBf
https://www.google.co.jp/url?sa=i&url=https://www.illust-box.jp/sozai/all/kw_%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%9E%E3%83%AB/&psig=AOvVaw1hag8s4dw_2pZnODnvcpu4&ust=1592950754030000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDXy6PRluoCFQAAAAAdAAAAABBf

