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３月３１日（日）までのお知らせ

←みぬまっくです♪

さいたま市子育て支援センター「みぬま」は、主に 3 歳未満
のお子さんと保護者の方を対象とした遊びと交流の場です。

子育て支援センターみぬま「みぬまっく」３月２２日（月）より開室します！
暖かな日が増え、いろとりどりの花々がきれいに咲いていますね。みなさん、お元気でお過ごしでしょうか…
さいたま市より「緊急事態宣言の発令により、子育て支援センターを臨時閉室していましたが、緊急事態宣言の解除に伴い、
３月２２日（月）より開室することとします」と通知がありました。
いずれの時間も、事前予約制となりますが、お部屋に空きがある場合には、当日のご連絡でもご利用いただけます。
利用者のみなさん、スタッフともに協力しあい、コロナ感染からできる限り赤ちゃん・子どもたちとお互いを守りながら、保護者
同士の交流や子ども同士の関わりを大切にしていきたいと思います。日頃の体調確認や感染予防とともに、来室中も、みん
なで安心して過ごせる、うれしい場を、いっしょにつくっていきましょう。また、ご自宅等からつながることのできるオンラインプ
ログラムも、継続していきます。
どうぞよろしくお願い致します。

子育て支援センターみぬま「みぬまっく」には、お部屋のかたちや過ごし方・遊び方がいろいろあります。
「みんなの時間」は、3～4 組程の親子のみなさんが一緒に過ごせます。それぞれの親子が落ち着いて過ごせるファミリース
ペースを設けています。消毒済みのおもちゃなどで、自由あそびを中心にすごし、毎回「手遊び＆絵本タイム」も行います。
① ９：１０～１０：１０（受付９：００～） ②１１：００～１２：００（受付１０：５０～） ③１３：４０～１５：００（受付１３：３０～）
「あそびのお部屋」は、楕円形のサークルと透明シートでフロアを「カワセミ」と「アゲハ」の二つのお部屋に分けて、安
心な距離をとって交流しながら、親子 1 組ずつゆったりのびのび遊べます。「カワセミ」にはすべり台、
「アゲハ」には冷蔵
庫があり、どちらもままごと遊びなどもたくさんできますよ。
時間帯は、午前は、上記①９:１０～②１１:００～と同じです。 午後は 13：40～15：30 の中で約１時間半可能です（受付 13：30～）
また、赤ちゃん同士が出会える「ねんねの赤ちゃんのお部屋」
「ハイハイの赤ちゃんのお部屋」の時間もあります。
午後 １３：４０～１５：００ （受付１３：３０～）
「ほっと、ふーっと」のお部屋 親子で一息つける、畳のお部屋です。ゆっくりお過ごしください。畳を新しくしました！（各時間帯1 組）
※スタッフと話したり、相談もできます。ご希望の方は、お伝えください。

ＡＭ９：４０～１１：３０（受付９：３０～） ＰＭ１３：４０～１５：３０ （受付１３：３０～）※時間内で、ご都合のよい時間に利用できます。
いずれの時間も、引き続き事前予約制となりますが、今後の新型コロナウイルスの感染状況の推移により、お部屋の
設定や受入組数を変更する場合もあります。その際は、ＨＰ、さいたま子育てＷＥＢ、ブログ等を通じ
お伝えいたします。ご理解・ご協力をお願いいたします。

子育て支援センターみぬま「みぬまっく」
の感染予防対策の取り組みや、それぞれ
のお部屋の様子などは、別紙でもお伝えし
ています。こちらからご覧下さい。右の
QR コードからも、ご覧になれます。
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お電話にてご予約をお受けします 048-747-4531 9 時～16 時
1 週間先まで、平日１回、土日１回、事前予約ができます。
お部屋に空きがある場合は、当日の電話予約も可能です。
＊＊ブックスタートについては予約不要です。＊＊
利用当日「子育て支援センター利用者カード（申込書）」の
ご提出をお願いします。利用者カードは、さいたま市 HP からダウン
ロードできる他、センターでのご記入も可能です。
ご家族を含めた 1 週間の体調確認、利用当日は、自宅とセンター
での検温と保護者の方のマスク着用をお願いします。
ご利用は原則３歳未満（3 歳の年度末 3 月まで）となります。
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パパがひらく子育てサロン「すもも」ぷらすオンライン♪
３月２８日（日）10：00～11：30 参加費：無料 予約受付中
パパ同士、ゆっくり話してみたい…そんなパパの声から始まった
サロンです！子育てのことや、仕事のこと、自分のことなど…お
互いにゆっくり話したり、聴いたりしてみませんか。ご参加は子
育て支援センターから、ご自宅で Zoom から、どちらも OK です！
アドボケーター：渡邉 寛さん

「みぬまっくのぷ らす オンラインプログラム ♪」 子育て支援センターからも、ご自宅等からＺｏｏｍで
も、ご参加いただけます。ご予約の際、どちらからのご参加かをお伝えください♡
赤 ちゃん・お子 さんといっしょに、気 張 らず 、ゆったり参 加 してみてください♫ ＊すべて参加無料です
Zoom の画面に、みんなのお顔が映って、赤ちゃん・子どもたちも、とても
うれしそう(^^)
お申込みはお電話にてお受けします。Zoom からのご参加は月に何回で
も！当日予約も OK です！初めての方もお気軽にお問合せください。お
待ちしています♪

３月のお誕生会 ぷらすオンライン♪
３月２６日（金）11：00～12：00

赤ちゃん・子どもに教えてもらう「子育てセミナーみぬまっく」
ぷらすオンライン♪ ≪ブログ「空飛ぶ教室」連動版≫
「“安心して生きたい！”赤ちゃん・子どもの思い」
（全3 回・1 回だけの参加も可）
３月２３日（火）10：00～11：30 参加費：無料 予約受付中
１月「赤ちゃん・子どもの不安な気持ちってどんなもの？」
２月「気持ちを調整するチカラ」
３月「“いっしょに生きる”こと」
赤ちゃん・子どもたち、どんな時に不安になったり緊張したりす
るのかな。どうやってその気持ちを表したり、ほどいていったり
するんだろう。写真やエピソードを持ち寄って一緒に考えてみ
ませんか。
講師：渡邉寛さん

プログラムのご予約は、
電話（０４８－７４７－４５３１）からどうぞ

３月のお誕生日のお子さんをみんなでお祝いしましょ
う！お写真を貼ったお誕生カードをプレゼント♪
３月以外のお誕生月の方もご参加いただけます。お誕
生カードもお渡しできますので、お声がけください。
（センターでのご参加は、３月がお誕生月の方が優先
となります。）
『“ 赤 ちゃん といっ しょ ” がうれしくなる時間』ぷらすオンライン♪

３月２６日（金）13：40～15：00
わらべうた遊びやリズム遊び、絵本などを、赤ちゃんと一緒
に楽しむ時間です。1 歳からのお子さんも一緒に、みんなで
お顔を合わせてひとときを過ごしましょう。Zoom 参加も OK。

ひもで動く
「のこのこかめさん 」
＆ふわーっと飛ぶ
「かさ袋ロケット 」
をつくりたい方、お伝えください♪

Zoom って、こんな感じ💛

ご自宅からでも、ご実家から
でも、他の赤ちゃんに会えま
すよ
スタッフがつなぎます(^^♪

★web 会議ツール「Zoom」は・・・
パソコンやスマートフォンなどに、アプリをインストールすると、簡単につなぐ
ことができます。インストール、利用ともに無料です（通信量は大きくなりま
すので、WI-FI 環境が整っていると安心です）。
★「ポン、ポン、ポン」クリック３つで、簡単に接続できます。
「Zoom」が初めての方も、事前に一緒に接続を試しておくことで、当日、安心
して参加していただくことができますので、お気軽にお問合せください。
「セミナーみぬまっく」や「ベビベビとーく」では、
「いまのこの子らしい！」
お写真を寄せてもらっています（希望の方）。より、
“この子”のことを知る
ことができ、赤ちゃん子どもと一緒に生きるのがうれしくなる時間です。

左は、「ベビベビとーくぷらすオンライン」の時間の Zoom 画面です。
それぞれのご自宅から、他の参加の方たちと画面越しでお話がで
きます。状況により、ご自身が映っている画面をオフにすることも簡
単にできますので、安心してご参加いただけます。

A ちゃん １１か月

S くん ３歳

子育て支援センターみぬまブログ 「みぬまっくワールド！」 ぜひご覧ください！インスタグラム（minumakku）もチェック！
☆毎月の予定表やお知らせ、子育て支援センターでの様子なども UP しています。ご覧ください！ ブログはこちら
からも見られます。

◆申込み・問合せ◆ さいたま市子育て支援センターみぬま

TEL：048-747-4531

相談電話：048-747-4532

E-mail:sainoko-center@oboe.ocn.ne.jp

月～土曜 第１～第 4 日曜 9：00～16：00
第２・４木曜、第５日曜、祝祭日・年末年始は、お休みとなります。
子育て支援センター「みぬま」は、さいたま市の委託を受け、認定 NPO 法人彩の子ネットワークが運営しています。

