
 
おうちに居ながら親子で楽しくふれあい遊び！通信費は自己負担になります。 
日　時：令和５年３月１０日（金）１１：００～１１：４０ 
　＊２月１０日（金）開催分も申し込み可能です（受付中） 
内　容：オンラインアプリ「Webex　Meetings」を 

利用して親子のふれあい遊びなど 
対　象：川西市在住の未就園児と保護者 

（オンラインで参加可能な方） 
定　員：各回８組　＊定員になり次第締め切ります 
申　込：２月１日（水）９：００～　電話またはメールで受付開始

 
初めての子育てはわからないことがいっぱい…。 
オンライン上で育児について話し合いながら、情報や方法を見つけ、参加者
同士の交流も楽しみます。参加無料。通信費は自己負担になります。 
事前にリハーサルをしますので、安心してご参加いただけます。 
日　時：３月３、１０、１７日の毎週金曜日14:００～１４:４０ 
内　容：オンラインアプリ「Webex　Meetings」を利用して初めて子育て 

する母同士の交流や　親子のふれあい遊びなど（3 回連続講座） 
対　象：川西市在住の生後２～１１か月の第１子と母親 

（オンラインで参加可能な方） 
定　員：８組　＊定員になり次第締め切ります 
申　込：２月１日（水）９:００～　電話受付開始

 
こどものあそびはこんなに大切！あそびには多くの感覚が含まれており、あそ
びを通してこどもは発達していきます。かかわりのヒントをみつけませんか。 
日　時：３月１０日（金）10:００～１２:００ 
場　所： キセラ川西プラザ福祉棟２階　共用会議室 
内　容：感覚統合の視点から、こどもの発達や状態、行動を理解していきます 
講　師：tomoni 教室　作業療法士　丸田千津さん 
対　象：子育て中の保護者、子育て支援にかかわる方 
定　員：２０人　＊定員になり次第締め切ります 
　　　　　　保育あり（未就学児先着 8 人　要予約） 
申　込：２月６日（月）９:００～　電話受付開始 
＊かわにしファミリーサポートセンターとこども支援課の共催事業です 

 
クラシックから童謡まで、親子で気軽に楽しめるコンサートです。 
日　時：３月１９日（日）10:３０～１1:３０ 
場　所： キセラ川西プラザ文化棟２階　多目的スタジオ 
対　象：川西市在住の就学前のこどもと保護者 
奏　者：川西市民オーケストラ 
定　員：１２０人　＊定員になり次第締め切ります 
申　込：２月１３日（月）９:００～　電話受付開始 
 

 
 
 
   
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

　 
 
 
 
　　　 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
いざという時のために、乳幼児の心肺蘇生法や AED の使い方などを 
救急救命士から学びます。 
日　時：２月２０日（月）１０：００～１２：００　 
場　所：川西市総合センター　和室（２階） 
対　象：川西市在住の０～１歳１１か月のこどもの保護者（こども同伴可） 
定　員：１０人　＊定員になり次第締め切ります 
申　込：２月１日（水）９：００～　電話受付開始 
 

２月４日に立春を迎え、暦の上では春なのですが、まだまだ寒い日が続きます。 
冷たい空気を肌で感じたり、吐く息の白さを楽しんだり…。ほっぺや鼻を真っ赤にして、
プレイルームに遊びに来てくれるお友達は、みんな元気いっぱいです。

ひとりの子育てから 
みんなの子育てへ

ＮＯ．１４５ 

令和５年２月発行 

こども支援課 

申し込み・問い合わせ 
こども支援課（こども・若者ステーション） 

072-74０-1２４８ 
（月～金 9：00～17：０0＊祝日除く）

２月に募集、開催予定の催し案内です。 
子育て中の親子や保護者、支援者を対象にしています。 
「広報かわにし」や市ホームページなどでもお知らせしています。　　 

＊内容・日程は変更になる場合があります。

 
０歳の赤ちゃんと保護者の交流の場です。ふれあい遊びのほかに、 
子育ての悩みを話し合ったり、情報交換などもできます。 
<赤ちゃんひろば>　　　　 

① ２月１３日（月）　　　キセラ川西プラザ福祉棟 
② ２月２７日（月）　　　サポートルーム（３階） 

<東谷くるみ>　２月１７日（金）　東谷公民館　和室（３階） 
<北陵くるみ>　２月２４日（金）　北陵公民館　和室（１階） 
時　間：１０：３０～１１：３０　(会場は１０：００から開いています) 
内　容：親子のふれあい遊びや絵本の読み聞かせなど 
対　象：川西市在住の０歳児と保護者 
定　員：赤ちゃんひろば・東谷くるみ各８組　 

北陵くるみ６組　　＊定員になり次第締め切ります 
申　込：２月１日（水）９：００～　電話受付開始 

＊いずれか１か所の申し込みになります 
 

0 歳児交流会「くるみ」「赤ちゃんひろば」 

メール申し込みはこちら 

オンライン異年齢交流会　「おうちでちょこっと わいわい」 

助産師が 
参加します。

 
多胎児ならではの悩みや喜び、楽しさを共有しませんか。 
内　容：多胎育児についての相談や情報交換、ふれあい遊びなど 
対　象：就学前の多胎児と保護者、多胎児を妊娠中の人や家族 
申　込：２月１日（水）９：００～　電話またはメールで受付 
＜対面開催＞＊２月８日（水）開催分も申し込み可能です（受付中） 
日　時：令和５年３月８日（水）１０：００～１１：３０　 
　　　（１０時から受付、１０時３０分から開始します） 
場　所：キセラ川西プラザ文化棟２階　スタジオ B  
＜オンライン開催＞ 
日　時：２月２２日（水）１１：00～１１：４０ 
　　　オンラインアプリ「Webex Meetings」を利用 
定　員：対面は各６組　、オンラインは 8 組　 

＊定員になり次第締め切ります 

メール申し込みはこちら 

「多胎児交流会」 

オンライン交流会「赤ちゃんといっしょ」 

看 護 師 に よ る

講話

「乳幼児向け救急救命法講座」 

子育てステップアップシリーズ「にこにこファミリーコンサート」 

子育て支援講座 

「やってみたい！楽しい！面白い！が こどもをのばす」　

 

メール申し込みはこちら 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 日 月 火 水 木 金 土
 １ ２ ３ ４

 
○出 とことこ 

（けやき坂公民館）

 ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

    多胎児交流会 
（キセラ川西プラザ）

○出 とことこ 
（北陵公民館） 

○キ am おはなしの会 

 
オンライン交流会 
「おうちでちょこっと 
わいわい」 

 
建国記念の日

 １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８

   
 

０歳児交流会 
赤ちゃんひろば 

（キセラ川西プラザ）

BP プログラム① 
（キセラ川西プラザ）

○出 とことこ 
（けやき坂公民館） 

○キ pm おはなしの会 
 

 ０歳児交流会 
　東谷　くるみ 

（東谷公民館）

 
 

 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５

 乳幼児向け 
救急救命法講座 
（総合センター）

BP プログラム② 
（キセラ川西プラザ）

 
天皇誕生日

０歳児交流会 
　北陵　くるみ 

（北陵公民館） 
 ２６ ２７ ２８

  ０歳児交流会 
赤ちゃんひろば 

（キセラ川西プラザ）

BP プログラム③ 
（キセラ川西プラザ） 

  
 

未就学児を子育て中の方ならどなたでもご利用いただけます。 
妊娠中の方も見学などお気軽にお越しください。 
お待ちしています。

○出 　出張プレイルーム『とことこ』 

★プレイルーム開放　　　　　　　（祝日除く）　　　　

・けやき坂公民館（第1・3水曜日） 
　10:00～11:30 
・北陵公民館（第2・4木曜日） 
　10:00～11:30 

定員 10 組まで 
★子育て相談（来所のみ） 

○キ 　こ ど も ・ 若 者 ス テ ー シ ョ ン 　 プ レ イ ル ー ム 

（キセラ川 西 プラザ福 祉 棟 3階 ）  
（火打１-１２-１６ 　℡　072-740-1248） 

★プレイルーム開放（土.日.祝　年末年始は休所） 
　　月～金　9:30～12:00/13:00～15:00 

各回　定員10組まで 
★子育て相談（来所・電話）9:00～17:０0

★各プレイルームには子育て支援相談員が常駐しています。

『ちょちちょち』に対するご意見・ご要望をこども支援課までお寄せください。 
Tel：072-740-1248　 　　　　Fax：０７２-744-1016　　　　　　e-mail：kawa０１６８@city.kawanishi.lg.jp 

申込受付中

状況によって変更になることがあります

要申込 
助産師参加予定

要申込 
看護師による講話

要申込

新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、 
事業中止になる場合があります。 
中止の場合は、「かわにし子育て Navi」でも配信します。 
下記 QR コードから登録できます。 

要申込

要申込

要申込

要申込

 
＊各施設によって開所時間、定員が異なります。 

ご利用の際は、ホームページなどでご確認ください。 
＊入室の際は検温、手指の消毒とマスクの着用をお願いいた

します。 
＊下記の場合はご遠慮いただいております。 

・３日以内に「発熱」「のどの痛み」「鼻水」「咳」 
「息苦しさやだるさ」「味覚障害」などの症状がある場合 
・ご本人、同居者の方が濃厚接触者、または PCR 検査をう

け、結果待ちの場合 
・感染症による学級（園、所）閉鎖対象のご本人である場
合 

＊３密を避け、お互いに気持ちよく過ごせるようにご理解、 
ご協力をお願いいたします。

子育て支援アプリ「かわにし子育て Navi」の無料配信を 
行っています。スマートフォンにインストールして、イベントや 
予防接種、健診、手続きなど必要な子育て情報を取得して 
いただけます。対象は妊婦から小学生の保護者です。詳しくはお問い合わせください。
こども支援課 TEL　072－740-1246　（月～金 9：00～17：０0 ＊祝日除く） 

 

保健師のお出かけ
出張相談


