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★は各先着１０組。１０/１以降に電話か直接、希望の図書館へ

子どもと一緒に 10月のおはなし会

各30分
あかちゃんと楽しむ
おはなしかい ★

おひざにだっこの
おはなしかい おはなし会

０歳 １歳 ２・ ３歳 ４歳以上
中央図書館
☎２５－２６１１

１１（金） １８（金） １０（木）
１１：１５ １０：３０ １１：００ １５：３０

腰越図書館
☎３３－０７１１

１６（水）  ９（水） ２３（水）
１０：３０ １０：３０ １６：００

深沢図書館
☎４８－００２２

１５（火） １６（水） １７（木）
１１：００ １０：００ １０：００ １５：３０

大船図書館
☎４５－７７１０

１６（水） ２３（水） １８（金）
１０：１５・１１：００ １０：３０ １６：００

玉縄図書館
☎４４－２２１８

１５（火）  ８（火） ２９（火）
１１：１５ １０：３０ １０：３０ １５：３０

市民健康課☎61－3944

抱っこ de シャベル 
乳幼児健康相談

場　所 １０月 乳児 デビュー
福祉センター  ８（火） ○ ○
たまなわ交流センター １５（火） ○ ○
腰越行政センター １７（木） ○

◆��受付時間…９：３０～１１：００
　個別育児相談は１０：００まで
　デビュークラス受け付けは
　９：４５～１０：１５
◆内容…身長･体重測定、個別育
児相談、育児ワークショップ。
母子健康手帳の持参を

子育て支援センターの催し

◆あらかじめ、すくすく手帳に必要事項を記入してください　◆駐車場はありません
◆次の人は市民健康課へご連絡ください…転入した人で、妊産婦または４歳未満の子どもが
いる人／水ぼうそうなどの感染症の疑いがある人／障害があり、車での来所を希望する人

乳幼児健康診査と教室 市民健康課☎61－3944
対　象 １０月 場　　所 受付時間 持ち物、申込方法など

こんにちは、
あかちゃん教室

妊娠２２～
３４週の人

育児
１９（土） たまなわ交流センター

各先着２５組。詳
細は母子健康手帳
交付時の案内、市
ホームページで

9/３0から１か月健診後～
育児教室参加前

遊び場
デビュー
２３（水）

深沢子育て支援センター 詳細は
申し込み時に

４か月児
健康診査★

受診期間は、満 ４カ月～
５カ月前日 実施医療機関

すくすく手帳
母子健康手帳
★は健やか親子２１問診票も

６か月児
育児教室

平成３１年
３ 月生まれ

 ２（水） 福祉センター
９：２０～

９：４０ ９（水） たまなわ交流センター
２３（水） 深沢行政センター

お誕生前健康診査 受診期間は満１０カ月～
１歳前日 実施医療機関

１歳児
歯科育児教室

平成３０年
８ 月生まれ

２４（木）
午前 たまなわ交流センター 申し込み

時に確認 先着３０組　
１0/３から

１ 歳 ６ か月児
健康診査 ★

平成３０年
１月生まれ

 ４（金） たまなわ交流センター
１３：００～

１３：４５ すくすく手帳
母子健康手帳
歯ブラシ
案内のはがきか封筒
★は健やか親子２１問診票も
◎は視聴覚調査票と早朝尿も

１８（金） 福祉センター
２９（火） 深沢行政センター

２歳児
歯科健康診査

平成２９年
４ 月生まれ

 ３（木） たまなわ交流センター ９：２０～
９：５０１７（木） 福祉センター

３歳児
健康診査 ★◎

平成２８年
４ 月生まれ

 ２（水） 福祉センター １３：００～
１３：３０１６（水） たまなわ交流センター

おんぶで
離乳食教室

（初期の離乳食作り）

令和元年 ５月
生まれの子を
持つ保護者

２９（火） 深沢行政センター ９：３０～
９：４５ 先着３０組

１0/２から

【鎌倉子育て支援センター】
☎23－0606
土曜ひろば※1

◆10/５（土）…１０：００～１６：００
図書館員の読み聞かせ

◆10/1７（木）…１１：００～１１：３０
午前ひろば※1

◆10/２1（月）…１０：００～１２：００
保育コンシェルジュの育児相談会
◆10/２3（水）…１０：００～１２：００
当日の先着順。１ 人１０分程度。
おはなしピッコロによる人形劇
◆10/２9（火）…１１：００～１１：３０

【深沢子育て支援センター】
☎４８－0５５0

保育コンシェルジュの
ミニ講座と育児相談

◆10/9（水）…１０：３０～１１：３０
講座「オムツはずしって？」

土曜ひろば※1

◆10/1２（土）…１０：００～１６：００
午前ひろば※1

◆10/２1（月）…１０：００～１２：００
赤ちゃんひろば※2

◆月～金曜日…１２：００～１４：００
初めての赤ちゃんひろば※3

◆木曜日…１２：００～１４：００

※1… 主に ３ 歳までの子どもと保護者のフ
リースペース

※2… よちよち歩きぐらいまでの赤ちゃん
と保護者のフリースペース

※3… 初めて同センターを利用する、よち
よち歩きぐらいまでの赤ちゃんと保
護者のフリースペース

子ども･子育て情報も！広報広聴課☎61－3８6７

市公式LINEアカウント

（認）＝認定こども園。幼稚園部分の募集

令和２年度 私立幼稚園・認定こども園 新入園児の募集
　募集要項配布は１０/１５から、願書受付は１１/１からです。詳細は
各園か県私学振興課（☎０４５－２１０－３７６８）へお問い合わせを。

園名 住所 電話番号
かまくら幼稚園 浄明寺６－１９－１ ２５－２３９１
鶴岡幼稚園 雪ノ下２－１－３１ ２２－２９７５
比企谷幼稚園 大町１－１３－１０ ２２－１６８７
鎌倉いずみ幼稚園 材木座３－３－７ ２３－２０５５
ハリス記念鎌倉幼稚園 由比ガ浜２ー２ー３３ ２３－３２０７
長谷幼稚園 長谷３ー８－３８ ２４－２３１０
聖路加幼稚園 稲村ガ崎４－２－５ ２２－３６７３
鎌倉幼稚舎幼稚園 腰越３－１８－９ ３１－６９０５
モンタナ幼稚園 津５５０ ３２－５７４１
西鎌倉幼稚園 西鎌倉２－１７－１ ３２－６７５４

（認）七里が浜楓幼稚園 七里ガ浜東３－１３－１２ ３１－２６２６
（認）アワーキッズ鎌倉 寺分１－１５－４ ４６－２６１０
片岡幼稚園 手広１－１１－３２ ３１－５８７５
聖ミカエル学院幼稚園 常盤４４５ ３１－１３２９
北鎌倉幼稚園 山ノ内４８３ ２２－３５７５
大船カトリック幼稚園 大船２－１－３４ ４６－７３９５

（認）おおぞら幼稚園 大船５－１０－３５ ４６－２９３２
ひがし幼稚園 大船６－１０－１０ ４５－１４０２
鎌倉女子大学幼稚部 岩瀬１４２０ ４４－２１３４

（認）鎌倉みどりこども園 植木２１０－１ ４５－５３１１
玉縄幼稚園 植木１２９ ４６－７６７３
鎌倉しろやま幼稚園 城廻４７９ ４５－２４６７

おはなしピッコロ
　人形劇パネルシアター。対象
は未就学児と保護者。
◆�10/２５（金）…だいいち子どもの
家　１１：００～１１：３０
▢問同子どもの家☎２５－14８1

青少年課☎61－3８８6

「子どもの家」
対 象： ４ 月から、にかいどう・いなむらがさき・おさか・たまな

わ・うえき子どもの家に入所希望の人（それ以外の子どもの家
と、民間の放課後児童クラブは各施設にお問い合わせを）

受付期間：１１/１～１５（ ２～ ４ ･ ９日を除く）
受 付場所：青少年課（本庁舎 １階）　＊郵送可（消印有効）

放課後かまくらっ子「アフタースクール」
対 象：放課後かまくらっ子にかいどう・こしごえ・にしかまくら・

やまさき・おさか・いまいずみのアフタースクールに登録希望
の人（それ以外のアフタースクールは各施設にお問い合わせを）

受付期間：１１/１から利用開始希望日の１０営業日（平日）前まで
受 付場所：対象施設か青少年課（本庁舎 １階）　＊郵送不可

＊詳細は市ホームページか次号（１０/１５号）をご覧ください
令和２年度 各施設利用申し込み小学生

保育課☎61－3８9２
令和２年度 保育所等入所申し込み

受付期間：１１/ １～１５（ ２～ ４ ･ ９日を除く）
受 付場所：市役所特設会場（本庁舎 ４階、９ ：
００～１６：００）。１０日のみ保育課（本庁舎1階、
９ ：００～１５：００）。郵送でも受け付けます（消
印有効）

＊ 詳細は市ホームページか次号（１０/１５号）を
ご覧ください

こども支援課☎61－3８91
鎌倉女子大学☎４４－2111

【大船子育て支援センター】
☎４７－33７７

手形ぺったん
◆10/3（木）…１０：００～１５：００（１１：
３０～１３：００を除く）

対象はハーフバースデー・１歳の
誕生月の子どもと保護者。
初めての赤ちゃんひろば※3

◆10/10（木）…１３：００～１５：３０
双子ちゃん・三つ子ちゃんひろば
◆10/10（木）…１３：００～１５：３０

土曜ひろば※1

◆10/19（土）…１０：００～１６：００
午前ひろば※1

◆10/２1（月）…１０：００～１２：００
赤ちゃんひろば※2

◆火・木曜日…１３：００～１５：３０

【玉縄子育て支援センター】
☎４５－５0７７

ママのためのアロマケア
◆10/3（木）…１０：３０～１１：００
フェイスタオルを持参。
湘南鎌倉総合病院の出張講座
「育児ママのメンテナンス」
◆10/10（木）…１０：３０～１１：３０
隙間時間にできる体操。

保育コンシェルジュの
ミニ講座と育児相談

◆10/16（水）…１０：３０～１１：００
講座「保育園ってどんなところ？」
「災害時の対策～乳幼児編」
◆10/２3（水）…１０：３０～１１：００

ふたごちゃんの会
◆10/２５（金）…１０：００～１２：００
妊婦さんも。駐車場の予約可。
10月のお誕生日会とおはなし会
◆10/30（水）…１０：３０～１１：００
ベビーちゃん※2・妊婦さんの日
◆木曜日…１０：００～１３：００

幼稚園
など

とくに記載の

ないものは

予約不要だよ♪

6 面にも

子ども・子
育て 

の情報が

あります

子 育 て 情 報

かまくらママ＆パパ’sカレッジ
親子で楽しむ♪あそびの大学

　身近な材料を使ったおもちゃ作りや
歌、体操など、親子で楽しめます。乳
児のための「ちびっこランド」も開設。
◆�10/1２（土）…鎌倉女子大学（大船キャ
ンパス）　１０：００～１４：３０

＊入退場自由　＊車での来場はできません
＊大人のみでの参加はできません

保育所
など

乳児＝ １歳 ６ か月児健診受診前まで
デビュー＝おおむね６カ月まで


