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あそびにおいでよ！！

地域子育て支援センター
　保育園や認定こども園は ,働くパパママが子どもを預けるところと思っていませんか？

　市内 11 か所の保育園や認定こども園では、地域子育て支援センターとして子育て中のパパママが、子ども

と気軽に遊びに行くことのできる場所として開放しているほか、市内３か所に地域子育て支援センターを設

置しています。 0歳から親子で参加することのできるイベントが盛りだくさん！ ぜひ、遊びに来ませんか！？

　地域子育て支援センターは、ハ

イハイやつかまり立ちの赤ちゃ

ん、もっと月齢の低い赤ちゃんも、

安心して遊べる施設です。

　施設の一室を開放したり、園庭

を開放したり、それぞれの施設で

イベントを企画しています。

　子どもがハイハイやつか

まり立ちをはじめて、いろ

いろなものに興味深々！

　赤ちゃんでも、のびのび

遊ばせられる場所を探して

います。

　スタッフはどんなか

たがいますか？

　また、どんなイベン

トがありますか？

答えた人
聞いた人

も
子育

のマて中 マ しらか の つ
ん

　地域子育て支援センターは、3歳未満の乳
幼児とその保護者を対象にして、親子の交流
や育児相談、情報提供などを行っています。
　離乳食はいつからはじめればいい？オムツ
トレーニングもそろそろしたいけど、タイミ
ングがわからないなど、子育てに関するお悩
みはいろいろありますよね？

　そんなとき、地域子育て
支援センターには保育士や
子育てに関する知識を持っ
た職員がおりますので、お
気軽にご相談ください。
　月齢の近いおともだちも
できると思います。

親子の交流の場！楽しく子育てしましょう
佐倉保育園 子育て支援センター担当

　地域子育て支援センター

の役割としては、子どもを

遊ばせるだけの施設ではな

く、子育て中のパパやママ

の憩いの場所になることを

目指しています。

　通うママ同士で、子育て

などの悩みを相談しあって

いるかたが多いようです。

この場所で、顔見知りにな

り、お友達になることもで

きると思います。

受付時間　月～金曜日（祝日等を除く）

　　　　　午前８時 30 分～午後５時 15 分

　　※志津北部地域子育て世代包括支援センターのみ

　　　午前９時 30 分～午後４時 30 分

　　★子育てコンシェルジュ…お子さんの預け先や子育ての

　　　悩みなどの相談や情報提供を行っています。

子育て世代包括支援センター  

市役所子育て支援課（★）海隣寺町 97 ☎☎（484）6246

健康管理センター 江原台 2-27 ☎☎（485）6712

西部保健センター 中志津 2-23-4 ☎☎（463）4181

南部保健センター 大篠塚 1587 ☎☎（483）2812

志津北部地域子育て世代
包括支援センター（★木曜のみ）

ユーカリが丘 4-1-1
スカイプラザモール 3Ｆ

☎☎（463）6835
　実家が遠く、周り

に子育てをしている

友達もいないので、

毎日、朝から晩まで

子どもと二人っきり。

　同じくらいの子ど

もを育てている友達

が欲しいです。

　専門スタッフは、保育士や保健師など

の資格を持っています。子育て中の悩み

など、気軽に相談してください。

　地域子育て支援センターでは、お子さ

んの栄養面や保健衛生面、遊びの紹介な

どの講座や、親子で作品制作、映画会、

ミニ運動会などさまざまなイベントを実

施しています。

　子育て中のママ

やパパが相談でき

る窓口として、市

内５か所に「子育て

世代包括支援セン

ター」があります。

　地域子育て支援センターのほか

にも、子どもの遊べる施設として、

児童センターや老幼の館、公立保

育園の園庭などがあります。

　遊びを通して、子どのたちの健やかな

成長を保護者や地域かたがたと一緒に育

み、楽しい子育て・子育ちをサポートす

る施設です。（11ページの地図に所在地を掲載）

地域子育て支援セン

ターのほかに、市内で、

親子で気軽に遊びに行

くことのできる施設は

ありますか？

　地域子育て支援

センターのほかに、

子育て中の悩みを

相談できる場所は

ありますか？

保育士　堀　祐子　先生

ほかにもイベント　　盛りだくさん

問い合わせ　こども保育課　☎（484）6415

広い部屋で、のびのび
遊べるよ♡  今度は園
庭であそびたいな！

子どもの食事・
歯みがき・卒乳
な ど の 相 談 に
のっていただき
ました

お も ち ゃ が
たくさんあっ
て大満足♡

地域子育て支援セン

ターに、遊びに行っ

てきました！！

講座：栄養士の離乳食の進め方

講座：看護師の冬の病気予防

ほやほやベビー お昼寝アート

ミニ運動会　　H 30.10 撮影

こども保育課 馬場主任保育士ゆずはちゃんとまゆママ
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ひのきっこ
寺崎 2-13-1（陽の木さくら保育園内）

☎（312）8535

対象　０歳から未就園児

時間　月～金　8：30 ～ 13：30

▶毎週火、水、木は外部の先生

を呼んで、英語や知能のクラスを行っています

ぴよぴよルーム
山王1-9-8（さくら敬愛保育園内）

　　　☎（310）6811

対象　生後２か月～小学校入

学前の親子

時間　月～金　9：00～ 12：00、

14：00 ～ 16：00

▶親子で一緒に遊んだり、子育ての情報交換などを

するふれあいの場です

ハローベビー
上座383-1（ユーカリハローキッズ内）

         ☎（488）3130

対象　０歳から２歳児（親子）・

妊娠中のかたとパートナー、お

孫さん連れの祖父母も歓迎

時間　月～金　9：00 ～ 14：00

▶地域のパパ・ママが気軽に参加できます 

▶育児や遊びなどについて、専属の保育士に相談

することができます

森のひろば
馬渡 818-2（馬渡保育園内）

           ☎（498）0065

対象　未就学児親子、妊娠中の

かたとパートナー

時間　月～金　9：00 ～ 14：00

▶園庭やお部屋でゆったり遊べ、お弁当持参で11：30

～ 12：30 まで、お昼も食べられます 

▶育児相談は月～金の10：00～ 15：00まで実施して

います（電話での相談も可）

ノア
吉見 193-1（認定こども園吉見　

　　 光の子モンテｯソーリ子どもの家内）

     ☎（309）8372

対象　０歳から未就学園児

（親子）、妊娠中のかたとパー

トナー、お孫さん連れの祖父母も歓迎

時間　月～金　9：00 ～ 14：30

▶子育てコンシェルジュが保育園や幼稚園の相

談に応じます 

▶毎月楽しいイベントがあります

ユーカリベビー
ユーカリが丘ウエストタワー2階 

☎（464）0030

対象　０歳から２歳児（親子）・

妊娠中のかたとパートナー、

お孫さん連れの祖父母も歓迎

時間　月・水・木・金・土（火・日・祝日・年末

年始は休み）10：00 ～ 15：00

▶子育て情報の提供や子育て講演会を定期的に開

催しています

にこちゃんルーム
井野972-2（えがおの森保育園・いの内）

☎（312）5291

   

対象　生後６か月～小学校入学前

時間　月～金　8：30 ～ 11：30、

14：30 ～ 16：30

▶親子ゆったり遊べるお部屋です

▶毎月講座やお話会などを開催しています

ひつじ
上座1219-1（モンテッソーリ光の子近隣）

　　  ☎（461）1372

　　

対象　０歳から 3 歳児（親子）・妊

娠中のかたとパートナー

時間　月～金 10：00 ～ 15：00

【子育て電話相談】15：00 ～ 17：00

▶経験豊富な保育士がいますので、気軽に遊びに来

てください

あなたのお家の近くの 地域子育て支援センターあなたのお家の近くの 地域子育て支援センター

きらきら
岩名961-2（はくすい保育園内）

☎（483）8941

対象　０歳児から未就学児

（親子）、妊娠中のかたとパート

ナー、お孫さん連れの祖父母

時間　月～金　9：00 ～ 14：00 

【園庭開放】10：00 ～ 11：30

【子育て相談】8：30 ～ 17：00

▶園庭やお部屋でゆったり遊べ、お弁当も食べら

れます

▶毎月ミニ講座も計画しています 

子育て支援センター
王子台（レイクピアウスイ３階）

☎（460）2040

対象　佐倉市在住の０～3

歳未満のお子さんと保護者

時 間　月 ～ 土 10：00 ～

17：00（第２水曜日は 13：00～）

▶保育士などの資格を有する子育て支援アドバイ

ザー・子育てコンシェルジュ・保健師・栄養士が、

子育ての悩みや不安に応じています（電話での相

談は行っていません）

sans souci (サン・スーシ）広場
王子台3-12-14（ジュネス長岡内）

　  ☎（312）2330

対象　生後６か月から未就学児

時間　月～金9：00～ 14：00

▶壁面遊具、絵本図書館もあります 

▶離乳食教室（事前予約制/有料）や育児相談なども

行っています

さくらっこひろば
鏑木町 198-3（佐倉保育園内）

☎（481）1741

対象　未就学児親子、妊

娠中のかたとパートナー

時 間　 月 ～ 金 8：30 ～

13：30

▶親子で園庭やお部屋で一緒に遊べます 

▶お弁当も食べられます（11：45～ 13：30）

子育て愛らんど
本町142-1（生活クラブ風の村保育園佐倉東内）

    ☎（481）0225

対象　未就学児親子、妊

娠中のかたとパートナー

時 間　 月 ～ 金 9：00 ～

12：30、13：00 ～ 14：30

▶遊びふれあいの場、分かちあいの場、学びあ

いの場、支えあいの場です

にこにこひろば
白銀 1-24-5（にじいろ保育園内）

 ☎（309）7526

対象　０歳児から小学校

入学前

時 間　月～金は 9：00 ～

14： 00、 土 は 9：00 ～

12：00 ( 園庭のみ )

▶毎月テーマを決めて、親子で楽しんでいただ

けます

詳細は、各施設にお問い合わせください

皆さんのはじめの

　一歩を応援します

子育て仲間との情報交換の場

参加できる園行事もあります

園を毎日
開放しています

手作りおもちゃがあります
気軽に遊びに来てください

みんなで助け合いながら　　子育てしましょう

親子で気軽に遊びに来られる場所です

お父さんの利用も

　　大歓迎！

気軽に遊びに来てください

気軽に参加できる
“集いの場”です

みんなで考え、

助け合い子育

てしましょう

気軽に遊びに来られる場所です

育児で困っているこ
とは、いつでも相談
してください
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志津児童センター

北志津児童センター

臼井老幼の館 佐倉老幼の館

志津児童センター
上志津 1672-7
志津市民プラザ 3階

☎☎（310）5131

北志津児童センター 井野 794-1 ☎☎（487）6782

南部児童センター 大篠塚 1587 ☎☎（483）2800

臼井老幼の館 王子台 6-25-1 ☎☎（487）6210

佐倉老幼の館 弥勒町 229-2 ☎☎（486）7090

＜児童センター・老幼の館＞

・

南部児童センター・

・

・ ・

志津北部地域子育て
世代包括支援センター

市役所子育て支援課

健康管理センター

西部保健センター

・
（子育て世代包括支援センター）

・

・

・

南部保健センター・

（子育て世代包括支援センター）

（子育て世代包括支援センター）

（子育て世代包括支援センター）

★そのほかに、公立保育園（５か所）で園庭を　

　開放しています。（詳細はホームページ参照）

 誘い合って
　遊びに行こう！

 誘い合って
　遊びに行こう！

新型コロナウイルス感染症の影響により、時間や曜日が変更になる場合があります

気軽に遊びに来てください


