
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

スマイル講座♠

鈴木助産師相談

専門相談
（竹澤心理）

ベビーマッサージ♠

発達ちょこっと相談
（藍田心理）

うりんぼう

♠印は事業の為、広場の半分を仕切ります。

パオパオ♠

家庭・育児の疑問や質問、お悩みなど、些細なことでも遠慮
なく、ご相談下さい。
基本はひろば職員が対応しますが、必要に応じて専門の先生
をご紹介することができます。

月～金 9:00～18:00 土 9:00～17:00

子どもと家庭の相談

専門相談
（竹澤心理）

あそんで相談
（豊成）

ミッフィータイム♠
①（1～6か月）

ミッフィータイム♠
②（7～12か月）

ウエルカム赤ちゃん

産後ヨガリフレッシュ♠

①10:00～12:00 13:00～17:00
12:00～13:00は消毒のためご利用できません。

②初回利用のかたは、広場の登録をさせていただきます。
③くつを入れる袋をお持ちください
④食事・おやつは食べられません（授乳、水分補給可）
⑤混雑時は人数制限をする場合があります。ご了承ください。

<親子遊び広場とお庭の利用について>

★以下の場合は来館をご遠慮ください

・自宅で検温し、37.5℃以上の場合。
・発熱に限らず本人・ご家族に体調不良が認められる場合
・新型コロナの陽性及び濃厚接触が疑われる場合

★入館時には、マスクの着用と手洗いの実施をお願い致します。
★センター受付にて検温を実施

★体温体調を確認し入館をお断りする場合があります。
★物の共有をしない、三密を避ける等の対策を実施しています。

<センターを利用される方へ>

★お子さんが所属している園等が休園や閉鎖になっている場合
は、そのお子さんのセンター利用をお控えいただきますよう
お願いします。

★新型コロナウイルス感染症の状況により、変更となる場合が
ございます。最新の情報はホームページやSNS等でご確認
ください。

赤ちゃん木育ウィーク

ママ’ズ・カフェ♠

E-mail: A0019902@city.toshima.lg.jp
豊島区千早4-6-14
TEL：03-5966-3131

センターへの地図

西部こども家庭支援センターWebサイト
Instagram
skksc.tomtom Twitter skksct

◆センター便りは、豊島区ホームページから
もご覧いただけます。
◆子育てメールマガジンは、ホームページ
「子育て情報」からご登録いただけます。
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休館日

ひまわり 休館日

西部子ども家庭支援センターでは

【対象】 区内在住の就学前のお子さん

【内容】 通所指導（親子通所・単独通所）
個別指導（予約制）

発達に心配や偏りがあるお子さん、障害のあるお子さんに
対し、専門のスタッフが相談及び通所・個別指導による支
援を行います。

天皇誕生日

建国記念日

子どもの育ちで大切なこと、子どもとの関りで楽しいことを知るため
の講座です。参加は東西子ども家庭支援センターでお子さん1人につき
1回です。絵本のプレゼントがあります。
【日時】2月9日（木）14：00～15：30（保育受付13：45）
【講師】（一社）親と子どもの臨床支援センター代表理事

臨床心理士・公認心理師 帆足暁子氏
【対象】区内在住 1歳7か月未満のお子さんを育てている方
【定員】15名（保育定員7名。4か月以上未就学児。4か月未満同席）
【申込】1月26日（木）10：00～

スマイル講座 ～子育てで大切にしたいこと～

プティ・アロマテラス
清掃



講 座 内 容 日 時 対象 申 込

ミッフィータイム
＜内 容＞ふれあい遊びや懇談会を行います。
＜対 象＞①1～6か月の赤ちゃんと保護者

②7～12か月の赤ちゃんと保護者 誕生会をします。

①2月6日（月）
②2月7日（火）
各10：30～11：00

区内
5組

1月30日（月）
10：00～

パオパオ

言葉が遅い・かんしゃくを起こすなど子育てで困っていることや
座位・ハイハイ・歩行など体の成長発達で心配なことなど、
お子さんを遊ばせながら相談ができます。

♡相談スタッフ♡子ども家庭支援ワーカー/ 心理職/ 理学療法士

2月2日（木）
10：00～11：30

区内

受付中

3月2日（木）
10：00～11：30

2月20日（月）
10：00～

ベビーマッサージ

＜対 象＞3～6か月の赤ちゃんと保護者
＜持ち物＞バスタオルとマッサージオイル

（使用したことがあるもの）
【講 師】横田 千春氏
☆初めてご参加の方はスマイルカードをお持ち下さい。

2月14日（火）
14：00～14：30
受付 13：50

区内
5組

スマイルカードをお
持ちで初参加の方
1/31(火)10：00～
２回目以降の方
2/ 3(金)10：00～

ママ’ズ・カフェ

お母さん同士のゆったりとした時間をお過ごしください。
＜対 象＞スマイルカードをお持ちの1～3か月の赤ちゃんと

お母さん
＜持ち物＞スマイルカード
☆カード1枚につき1回のご参加となります。

2月15日（水）
10：30～11：00
受付 10：20

区内
5組

受付中

ウエルカム
赤ちゃん

＜対象＞第一子を妊娠中の方とそのご家族
☆初めての参加者には絵本のプレゼントがあります。

2月21日（火）
13：30～14:15

区内
5組

受付中

＊お願い 講座をキャンセルされる場合はご連絡下さい< 2月 行事・講座のお知らせ >

うりんぼう 絵本や紙芝居の読み聞かせの会です。
2月21日（火）
11：00～11：20

区内 不 要

ひまわり わらべうたや絵本の読み聞かせを楽しみましょう。
2月8日（水）
11：00～11：20

区内 不 要

産後ヨガ
リフレッシュ

未経験の方でも無理なく体を動かしていけるプログラムです。
＜対 象＞首がすわっていて未歩行の8か月迄の赤ちゃんとお母さん
【講 師】田川 瑞貴氏
☆動きやすい服装で参加して下さい。
水分補給のための飲み物をお持ち下さい。

2月16日（木）
10：30～11：15
受付10：20

区内
4組

2月1日（水）
10：00～

プティ・アロマ
香りでストレス解消 免疫UPのセルフケアとお菓子の香りの精油のご
紹介（教材費：300円 お持ち帰りハーブティー１杯分付き）
【講 師】小山 陽子氏

2月9日（木）
10：30～11：00

区内
４組

1月25日（水）
10：00～

〈 ボランティアによるプログラム 〉

♪♪♪〈 お子さん発達や子育てについて、心配や不安がある時はご相談ください 〉♪♪

竹澤 綾
心理相談

子育て・家庭に関する相談をお受けします。
電話での相談もできます。

2月20日（月）
9：30～16：30

区内 受付中
2月27日（月）
9：30～12：30

鈴木 享子
助産師相談

産前産後の体のこと、赤ちゃんの哺乳のことなど助産師に相談できます。
電話での相談もできます。

2月17日（金）
13：30～

区内 受付中

発達ちょこっと
相談

お子さんの成長や発達について、気になることや心配なことを遊びなが
ら相談できます。

2月3日（金）
15：00～

区内 受付中

あそんで相談

就学前のお子さんで、ことばが遅い、かんしゃくを起こす落ち着きがな
い等、子育てで気になることや心配なことを区民ひろばでお子さんを遊
ばせながらお話を伺います。
♡相談スタッフ♡子ども家庭支援ワーカー/心理職

2月16日（木） 区民ひろば豊成

10：00～11：30（受付11：15まで）

育児支援ヘルパー

妊娠中や２歳未満のお子さんがいるご
家庭の家事・育児のお手伝いをします。
★ひとり親家庭等は小学校修了まで可
能です。
★事前に訪問して利用申請書を記入し
て頂きます。

1歳のバースデイ訪問
子ども家庭支援センターの相談員が、誕
生日のお祝いに絵本をお届けします。
【対 象】区内在住の認可保育園に通っ
ていないお子さん
【申 込】ハガキが届いたら、訪問希望
日を電話かEメールで東・西子ども家庭
支援センターへご連絡ください。
★現在、訪問だけでなく電話でのバース
デイ訪問もしております。ご希望の際は
ご連絡ください。

子育て訪問相談しています

子育て訪問相談
訪問相談員が自宅に伺い、子育ての
相談に応じます。ひとりで悩まない
で、いつでも気軽にお電話ください。

月曜日～金曜日 ９時～17時

相談したいけれど、出られない…

赤ちゃんが泣いてばかりいる…
理由もわからず私まで泣きたくなる

夜なかなか寝てくれない…
夜なかなか寝てくれない…


