市では、お子さんの健やかな成長と保護者の方を支援するため、さまざまな施策を行っています。
お子さんや保護者の方がたくさんの友達をつくることができる場所や子育て家庭に配慮した施設などが、皆さ
んのお越しをお待ちしています。また、育児に関する相談などもお気軽にご利用いただけます。
皆さんの楽しい子育て実現のため、全力でサポートします！

子育て支援センター

問／保育課
市内の子育て支援センター一覧
支援センター（支援室）名

子育て情報の提供や情報交換、子育
て親子の交流、育児相談等、子育て家
庭へのさまざまな支援を行っています。 公
※休館日や事業内容等は各施設で異な 営
りますので、市ホームページまたは各
支援センターへご確認ください。
また、各支援センターが発行してい
る支援センターだよりを、市ホームペ
民
ージでご覧いただけます。
営

!４６３―２９３９
電話

場所

きたはら子育て支援センター

きたはら児童館内

４７６―８６８６

さくら子育て支援センター

さくら保育園内

４６９―７０６５

子育て支援センター「ときわ」

大山保育園内

子育て支援センター「くれよん」

朝霞しらこばと保育園内

４５６―１１０１

子育て支援センター「めだか」

滝の根保育園内

４６４―１２５５

子育て支援室
「ステップ」

さわらび保育園内

４６１―５２００

０９０―２７６９―６７３７

子育て支援センター「ちきんえっぐ」 朝霞どろんこ保育園内

４７４―６１３７

仲町子育て支援センター「さくらんぼ」 仲町保育園内

４５０―７７０８

子育て支援センター「おもちゃ図書館なかよしぱぁく」 障害児放課後児童クラブ内

４７４―７３１６

◆「子ども服交換会」を行っています
さくら子育て支援センターでは、年１回「子ども服交換会」を行っています。着られな
くなった服、着ようと思ったが着なかった服などを必要とする方に持ち帰っていただくも
のです。「子どもの服はすぐに着られなくなってしまうので助かります。」と好評です。
「広報を見て持ってきました。」と地域の方々からも衣服の提供をしていただいていま
す。今後の開催予定は広報あさかおよび市ホームページでお知らせします。
!「子ども服交換会」会場

園庭開放（いっしょにあそぼう保育園で）

問／保育課

!４６３―２８３６

未就園のお子さんもお近くの保育園で遊んでいただけるよう、公設保育園（北朝霞保育園分園を除く）の園庭を毎月
２回開放しています。毎月の開放のうち１回は『いっしょにあそぼう保育園で』とし、園内で工作やリズム遊びなども
実施します。
平成２７年度 実施予定一覧
会場／各公設保育園（北朝霞保育園分園を除く）
いっしょに遊ぼう
※民設民営保育園では実施していません。
園庭開放
出張家庭児童相談室
保育園で
時間／午前９時３０分〜１１時
月
のみ
実施保育園
（出張家庭児童
（雨天決行。晴れの日は正午まで）
相談室）
申込方法／事前予約不要。当日直接会場へ
４月
１５日㈬
２３日㈭
東朝霞保育園 さくら保育園
◆出張家庭児童相談室も実施しています
毎月１回、２園で家庭児童相談員による育
泉水保育園
５月
２９日㈮
１２日㈫
本町保育園
児に関する相談を実施しています。
６月
２５日㈭
１０日㈬
根岸台保育園 宮戸保育園
２８日㈫
７月
８日㈬
浜崎保育園
仲町保育園
２１日㈮
２７日㈭
溝沼保育園
８月
栄町保育園
２５日㈮
１１日㈮
９月
東朝霞保育園 北朝霞保育園
１０月
２８日㈬
１５日㈭
さくら保育園
本町保育園
１１月
２６日㈭
１３日㈮
根岸台保育園 泉水保育園
１２月
１６日㈬
８日㈫
宮戸保育園
仲町保育園
１月
１３日㈬
２１日㈭
浜崎保育園
栄町保育園
２月
１６日㈫
５日㈮
東朝霞保育園 溝沼保育園
１５日㈫
１０日㈭
３月
北朝霞保育園
本町保育園
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保育園等での一時保育

問／保育課

!４６３―２８３６

保護者の労働や病気等により、家庭での保育が一時的に困難なお子さんを保育園でお預かりする制度です。
●公営保育園
利用する際の理由により、次の３つに分けられます。
・非定型的保育…保護者の労働、職業訓練、就学（趣味的なものを除く）など
・緊急保育…保護者の病気、出産、冠婚葬祭など
・リフレッシュ保育…保護者のリフレッシュ（美容室や買い物など）
※利用前にお子さんとの面談が必要です。利用日の空き状
況など詳細については、一時保育実施園までお問い合わせ
ください。
利用できる方／市内に住所があり、申し込みの時点で満１

一時保育実施園

※満１歳以上であっても、離乳食の状況に対応できない等
の理由で利用できない場合があります。
実施保育園／東朝霞保育園およびさくら保育園
利用時間／平

日

午前８時３０分〜午後４時３０分

電話

園名

歳以上就学前までの、健康で集団保育が可能なお子さん
公
営 東朝霞保育園
保 育 園 さくら保育園

４６１―６０１１
４６９―７０６１
４７４―６１３７

民
営 朝霞どろんこ保育園
保 育 園 仲町保育園

４５０―７７０７

滝の根保育園
４６３―５５０３
民営保育 朝霞しらこばと保育園
４５６―１１００
（緊急保育のみ）
園・小規模
４７２―２６４５
メリー★ポピンズ kids 北朝霞ルーム
１００円
利用料／３歳未満児 １日につき２，
保育施設
４６５―５３４５
メリー★ポピンズ
kids
朝霞ルーム
０３５円（主食代３５円含む） （余裕
３歳以上児 １日につき２，
４８６―６４６３
活用型） エルアンジュ
受付期間／
保育ルームフェリーチェ朝霞園
４６１―７７４７
非定型的保育の場合…利用開始日の１か月前から７日前
三原学園
４７４―５６６８
まで
４６５―４９９５
メリー★ポピンズ朝霞北口ルーム
緊急保育の場合…利用開始日の１か月前から２日前まで
メリー★ポピンズ北朝霞ルーム
４７１―４９８０
リフレッシュ保育の場合…利用日（連続して利用する場
ちびっこランド朝霞園
４６８―４４０７
合は利用開始日）の７日前から２日前まで
家
庭
さつき第２保育室
４６９―５９８７
定員／各園１日１０人程度
保 育 室
４７４―９４４３
すくすく保育室
申込受付時間／午前９時〜午後４時３０分
本町エンゼル保育室
４５８―４４３６
●民営保育園（２園）
東弁財エンゼル保育室
４５８―８７０９
詳しくは各保育園にお問い合わせください。
家庭保育室愛育園
０７０―５５９８―２９７５
●民営保育園・小規模保育施設（余裕活用型）
土曜日

午前８時３０分〜午後４時３０分

定員に欠員が出ている場合のみ、そのクラスに限定して保育を行います（平成２７年４月開始予定）。詳しくは各保育
園にお問い合わせください。
●家庭保育室
市内に住所がある０歳児（生後８週間）から２歳児までのお子さんで、家庭保育室の一時保育を利用する場合には、
各家庭保育室が定める保育料から補助額（１時間４００円）を差し引いた額で利用できます。

児童館

問／こども未来課

!４６３―２９３０

児童館は、０歳から１８歳未満のお子さんとその保護者の方が利用できる施設です。
図書室や自由に遊ぶことができるお部屋、小さいお子さんでも安心な乳幼児専用のお部屋などがあります。
また、ふれあい遊びや保護者同士の交流等ができる乳幼児向けの事業も実施しています。
※休館日や事業内容等は各施設で異なりますので、朝霞市社会福
市内児童館一覧
祉協議会、市ホームページ、児童館だより等でご確認ください。
所在地
児童館名
電話
※特にきたはら児童館およびみぞぬま児童館は、駐車場の数が限
１
４
７
１―７
１４０
北原２―８―１
きたはら児童館
られていますので、徒歩や自転車での来館にご協力ください。
大字浜崎５１―１
４８６―２４７７
はまさき児童館
はあとぴあ（総合福祉センター）３階
みぞぬま児童館 溝沼７―１３―１１（３階） ４５０―０８５８
ねぎしだい児童館 根岸台２―１５―１２（３階） ４５０―１８１５
ひざおり児童館 膝折町１―７―４０（２階） ４５８―６９６９
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問…問い合わせ

ショートステイ

家庭児童相談室

問／こども未来課 !４６３―０３６４
保護者の疾病等の理由により、家庭におけるお子さん
の養育が一時的に困難になった場合に、市内里親宅にお
いて一定期間子どもをお預かりします。
対象／市内に住所を有し、以下のいずれかの理由により
養育が一時的に困難になった家庭の１８歳未満のお子さん
・保護者の疾病、育児疲れ、出産、看護、事故、冠婚
葬祭、出張など
利用期間／７日以内
利用方法／事前にご相談いただき、
お子さんの状況や里親の受け入れ
状況等を確認します。
費用負担／利用者家庭の課税状況、
お子さんの年齢により利用者負担
があります。

問／家庭児童相談室 !４６３―２２３１
子育てに関するさまざまな悩みや不安を、専門の相談
員に無料で相談できます。相談内容に関する秘密は守ら
れますので、お気軽にご相談ください。
相談日／毎週月〜金曜日 午前９時３０分〜午後４時
◆こんな相談ができます
保護者の方から…
・子育てに疲れてイライラしてばかり
・子どもがかわいいと思えない
・ことばを覚えるのが遅い気がする など
子ども自身から…
・友達とうまく付き合えない
・学校で困っていることがある
・学校に行くのがつらい など
地域の方から…
・虐待されている子どもがいるかもしれない
・家で面倒を見てもらえない子どもがいる など

ファミリー・サポート・センター
問／ファミリー・サポート・センター !４８５―２５０３
（土・日曜日、祝日、年末年始休み）
安心して仕事と子育てができるように、子育ての手助
けをしてくださる方（サポート会員）と子育ての援助を
してほしい方（ファミリー会員）に会員になっていただ
き、相互援助活動を通じ、子育て家庭を応援する有償の
ボランティア活動を行う会員組織です。
◆会員になるためには…
入会説明会と養成講習会（サポート会員のみ）の受講
が必要です。
◆援助活動の例は…
保育施設への送迎、保育施設
開始前および終了後の預かり、
保護者のリフレッシュのための
預かり など

赤ちゃんの駅
問／こども未来課 !４６３―２９３０
「赤 ち ゃ ん の 駅」と は、「お
むつ 替 え」や「授 乳」に 対 応 で
きる設備を備えた施設を登録し、
乳幼児のいる保護者が安心して
気軽に立ち寄ることができる施
設です。
登録施設／（例）保育園、児童館、図書館、公民館、市
民センター、スポーツ施設 など
※詳細については、市ホームページまたは「あさか子育
てガイドブック」に掲載しています。

パパ・ママ応援ショップ優待カード
里親さん募集
問／所沢児童相談所 !０４―２９９２―４１５２
◆里親制度とは
私たちのまわりには、さまざまな事情により自分の家
庭で暮らすことができない子どもたちがいます。一方、
熱意と豊かな愛情をもって、自分たちの子どものほかに
も子どもを育てることを望んでいる家族や、子育てをし
たいのに、子どもを授からない夫婦がいます。
こうした子どもたちと家族・夫婦を結び合わせ、新し
い家族として互いに育みあっていけるようにしていくの
が里親制度です。里親について詳しく知りたい方や、里
親登録をご希望の方は、ぜひお問い合わせください。

「あさか子育てガイドブック」をご活用ください
問／こども未来課
この冊子は、子育てに関するさまざ
まな支援制度や関連施設、医療機関等
の情報をお子さんの成長に合わせて掲
載しています。Ａ５サイズで持ち運び
にも便利です。市内各公共施設で配布
していますので、ぜひご活用ください。

!４６３―２９３０

問／こども未来課 !４６３―２９３０
埼 玉 県 で は、協 賛 店
で優待カードを提示す
ると、お 店 で 割 引 等 の
サービスが受けられる
パパ・マ マ 応 援 シ ョ ッ
プ優待制度を実施して
い ま す。市 で は、「優
待カード」を対象世帯の方々に配布しています。
対象／中学校修了までのお子さんまたは妊娠中の方がい
る家庭
配布窓口／こども未来課、内間木支所、各出張所
持参するもの／お子さんの健康保険証、母子手帳など
優待カードの利用方法／
協賛店舗等で、優待カードを提示してください。
協賛店舗等について／
協賛ステッカーが掲示されている埼玉県内の協賛店舗
等でご利用ください。協賛ステッカーには、各店舗等の
優待内容が記載されています（店舗ごとに優待内容は異
なります）。
※優待は、協賛店舗等のご厚意により提供されるもので
す。最新の協賛店舗の情報は、埼玉県ホームページ「パ
パ・ママ応援ショップ」で検索していただくと確認でき
ます。
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