地域に密着した子育て情報いっぱい！
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特集

ホームスタートと
ファミリー・サポート・センター
子どもを育てているといろんな困りごとがあったりしませんか？ひと一人育てることはほんとにタイヘン。
「子育ては一人
で抱え込まないこと」と聞きますが、どんなふうに手助けしてもらえるのでしょうか？

家庭訪問型子育て支援

ホームスタート
６歳未満のお子さんがいる家庭に
ボランティアのホームビジターが訪問し、
一緒に家事・育児をしたり、話をしながら過ごします。

具体的には、ホームビジターさんはどんなことをしてくれるの？

たとえば、ママとおしゃべりしながら公園やおうちでお子さんと遊んだり、離乳食を一緒に作った
り、赤ちゃんの沐浴を手伝ったり、買い物や子育て支援センターや健診に一緒に行ったりします。
初めての子育てで不安になったり、イライラしたりしちゃうけど、ホームビジターさんに何をしてもらったらいいかわからない。

ただ一緒に過ごしておしゃべりするだけでも気分転換になったり、自分が何に困っているのかわか
ってくることもあります。
ホームビジターさんはどんな人？

頼りになる先輩ママです。きちんと研修を受けていますが、
専門家ではないので指導やベビーシッター、家事代行はできません。
何時間くらい来てくれるの？

何回くらい来てくれるの？

めやすは、週に 1 回 2 時間程度、ホームビジターだけの訪問は 6 回(調整役のオーガナイザーの訪
問を含めると 9 回)です。時間や回数は、相談しながら決めていきますので、いろいろなケースが
あります。

○利用は無料です。
○ホームビジターは研修を受けた子育て経験者のボランティアです。
（ベビーシッターや家事代行はできません）
○最初に調整役のオーガナイザーと一緒に活動内容を決めます。
○プライバシーは守られます。

お申込み・お問い合わせ先

ホームスタート・はすだ
TEL

080-4797-8654
ショートメール可
（平日９:００～１６:００）

はすだファミリー・サポート・センター
育児の援助を行う会員と援助を受けた会員からなるボランティア的な
相互援助です。

どんな時に利用できるの？

たとえば、保育園終了後に、協力会員さんが園に迎えに行って、協力会員さんの自宅で預かってくれます（電車
の遅延や急な残業など、めったにないサポートは緊急サポートセンター埼玉を紹介しています）
。朝、保育園の始ま
る前に出勤しなければならない時にも、協力会員さんの自宅で預かり、保育園に送ってくれます。仕事が決まる前
の面接時などに預けることもできます。
病院や冠婚葬祭などに行く時にもお子さんを預けることができます。基本は協力会員さんの自宅で過ごします。

預けられる曜日や時間は？

協力会員さんが見つかれば、特に制限はありません。
病気や病後の回復期、急な場合は預けられません。その場合は、病児・病後児等緊急サポート事業(緊急サポート
センター埼玉)を利用します。

利用までの流れは？

①ファミリー・サポート・センターに出向き、会員登録をします
②サポートが必要になったら、希望する援助内容をアドバイザーに伝え、サポートを依頼します。
③アドバイザーが協力会員をコーディネートし紹介します
④ファミリー・サポート・センターで、協力会員と事前に打ち合わせをします。(預ける子どもを連れていきます)
⑤事前打ち合わせ内容に沿って援助活動をします。
⑥当日、料金を支払います

○費用は 1 時間あたり 700 円です。
他に送迎にかかる交通費や協力会員が用意した飲食やおむつ
などの実費がかかります。
○会員の種類
依頼会員
市内在住・在勤のおおむね生後 6 か月から 12 歳(小学校 6 年生)までの
子どもを持つ方

協力会員
原則市内在住の心身ともに健康で、積極的に援助活動を行うことができ
る成人の方

お申込み・お問い合わせ先

はすだファミリー・サポート・センター
住所：〒349-0123 蓮田市本町 6 番 1 号
蓮田市蓮田駅西口行政センター内子育てサポートコーナー
「プレックス・キッズ」
開所時間：午前 9 時～午後 5 時
休日：木曜日、祝日、年末年始
TEL：048-764-4115
E メール：hasuda_fsc@city.hasuda.lg.jp

両方会員
依頼会員、協力会員の両方を兼ねる方

(病児・病後児等緊急サポート事業)

緊急サポートセンター埼玉
ファミリー・サポート・センターで対応できないお子さんが病気や病後の場合や急な場合に預かってくれます。
登録は Web からもできます。費用 8 時～20 時：1,000 円／時 20 時～翌 8 時：1,200 円／時 宿泊（18 時～翌 9 時）：10,000 円／泊
電話から：048-297-2903

Web から：https://byoujihoiku.blog.shinobi.jp/

◇ 蓮田近隣のようちえん・認定こども園 ◇
名 称
住 所
電話番号
<蓮田市>

定員

保育時間

預かり保育
(延長保育)

給 食

280

9:30～14:00
(受入時間8:00
より)

17:00まで
夏休み預かり有り
（9:00～17:00）

希望による
320円×日数

バス代 2500円 父母の会費
園庭開放 毎週月・木曜日
500円/月 教材費 7000円×
親子ふれあい教室
年3回 冷暖房費 3000円×年
前期5回開催
2回 肝油代 100円/月
後期も開催
絵本代 400～460円/月

175

8:30～15:00

8:00～8:30 15:00～18:00
春夏冬休み預かり有り

火～金
310円×日数

バス代 3000円/月(8月なし)
冷暖房費 600円×年7回
施設整備費 9000円/年

240

8:30～14:00

8:00～8:30 14:00～17:30
夏季保育中預かり有り

希望による
340円×日数
牛乳100円×日
数

バス代 2000円/月
母の会費 1700円×年3回
教材費 5000円×年3回
冷暖房費 3000円/年

なし

バス代 3300円/月
母の会費 700円/月
教育充実費2000～4000円/月

未就園児体験教室
りんご組（参加費無料）
2歳児クラス ※2歳から
幼稚園入園可能
(週1～5日）

絵本代 430～450円/月
管理衛生費 300円/月
父母の会費 450/月
システム管理費 300円/月
冷暖房費無償

園開放月4回 ※要予約
9:45～11:00
月曜親子体操 木曜リト
ミック（参加費無料）

くろはま幼稚園
蓮田市黒浜980-2
048-768-1083
新宿幼稚園
蓮田市西新宿5-92
048-769-4101
蓮田幼稚園
蓮田市関山3-2-27
048-768-0219
認定こども園
しらゆり
蓮田市御前橋1-5-5
048-768-1800
認定こども園
花星こども園
蓮田市閏戸2796
048-796-8156

月火木金：
7:30～8:30
月 水 金
9:00～14:00
14:00～16:30
460円×日数
水：
16:30～18:30
(手作り給食・
9:00～13:00 土曜・春夏冬休み預かり有り
おやつ)

60
(150)
※2

9:00～15：30

7:00～9：00
15：30～18：00
春夏冬休み預かり有り

月～金
(月1回弁当)
6,100円/月
(手作り給食・
おやつ)

9:00～14:00

7:30～8:30 14:00～18:00
春夏冬休み預かり有り

月 火 水
400円×日数
(牛乳付き)

280

9:30～13:30

6:50～8:30 14:00～18:50
春夏冬休み預かり有り

月～金
374円×日数

260

9:00～15:00

8:00～9:00
17:30まで
春夏冬休み預かり有り
(8:00～17:30)

月～金
(月1回弁当)
300円×日数

240

8:00～15:00

7:30～8:00 15:00～18:00
春夏冬休み預かり有り

月～金
300円×日数

7
(83)
※2

幼稚園型認定こども 225
園大山幼稚園
(264)
蓮田市閏戸4034
※2
048-766-5484

費用の目安

※１

未就園児
向けクラス

わくわくキッズ
概ね月1回程度

バス代 3000円/月 父母の会
園庭開放
費 500円/月 施設設備費 2500
毎週木曜日 8:30～13:30
円/月 教材費 1000円/月
うさぎクラブ月1回木曜日
絵本代 400～450円/月

<さいたま市岩槻区>
河合幼稚園
岩槻区平林寺418-5
048-756-4866
宝国寺幼稚園
岩槻区鹿室286-1
048-794-7711

バス代 3410円/月
父母会費 550円/月
絵本代 400～460円
保育費無償化差額2300円/月

冷暖房費

450円/月

カリメロ教室
月１回程度

ぴよぴよクラブ(月2回)
ひよこクラス
週3日、5日ｺｰｽ(応相談)

<伊奈町>
伊奈栄幼稚園
伊奈町小室2201
048-722-5601

※2 かっこ内は保育園部分を含めた利用定員です。
認定こども園など保育施設について詳しくは知りたいかたは、蓮田市ＨＰ
「こども・子育て支援制度について」のページがおすすめです。

バス代 3000円/月
父母会費 500円/月
空調管理費 500円/月
絵本代 400～450円/月

親子参加型のプレ保育です
いちごクラブ（週1～2回)

※１ 入園料や教材費、延長
保育料など他にも費用がかか
る場合があります。

入園までに何がある？
（一例です）

10/15～来年度願書
募集要項配布

問い合わせ・見学
（願書、募集要項などをもらう）

★保育園をご希望の方は、蓮田市保育課にお問合せください。

11／1～願書受付

入園説明会

（み～つけた通信 2022年6月発行 ＮＰＯ法人ファイブ・ピース）

アレルギー
対 応

見学又は参加できる行事

習

い

事

園からひとこと

のびのびと過ごせる環境の中で全職員が全園児の成
アレルギー対応 体操クラブ、野球クラブ、 長を見守っていく、明るく楽しい幼稚園です。週に
給食有
イングリッシュクラブ 1回英会話教室。詳細はホームページをご覧くださ
い。

公開保育日10月13日・14日
満3才児の見学・相談・質問は随時
未就園児対象運動会10月13日(木)

見学は随時（午前中）
事前に連絡をください。

個別に相談

見学随時（事前に連絡してください）
運動会・公開保育・お遊戯会・作品展
（2学期以降予定）

アレルギー対応
給食有

入園説明会は6月18日・9月24日・10月22日
園見学は個別対応いたします（随時）
アレルギー対応
しらゆりの園生活についてお話をいたします
給食有
(要予約)

体操クラブ

ピアノ

「健康な体の育成」を発達の基礎と考え、積極的に
運動を取り入れています。ホームページもみて下さ
いね。

元気よく遊び、遊びの中からバランス感覚を養い、
体操、バレエ、新体操、 家庭にはない役割を担うことを心がけています。
http://hasuda.ed.jp/

体育クラブ、
サッカークラブ、
大教スイミング

子ども達の健やかな成長を願い、豊かな環境の中で
たくさんの行事を通して先生やお友達と関わり、豊
かな心を育みます。

スポーツクラブ、英語、
毎日、ドキドキ・ワクワクがいっぱい！是非一度遊
和太鼓、リトミック、
びにいらしてくださいね。詳しくはホームページを
大教スイミング、
ご覧ください。
ピアノ教室、硬筆

入園説明会は10月3日
園見学は個別対応いたします（随時）
電話にてご予約下さい。

アレルギー対応
給食有

入園案内説明会
9月13日・9月22日・10月12日(要予約)
新入園児お招き会 12月12日

園生活の中で自ら伸びようとする「子どもの芽」や
アレルギー対応 学研、ピアノ、体操、チア
「意欲と思いやりのある心」を育む保育を心がけて
給食有
ダンス、習字、英語
います。広い園庭で元気一杯遊べます。

見学・説明ご希望の方は、ご連絡ください。

アレルギー対応
給食有

入園予定者見学会 9月14日・15日（予約不要）
アレルギー対応
上記以外見学希望の方は、電話連絡をお願いし
給食有
ます。

公開保育（9・10月）運動会（10月）
見学の方はご連絡ください。

アレルギー対応
給食有

英会話、体操、ピアノ 「豊かな教育設備環境の中で、のびのびと子供自身の
サッカー、空手、ダンス、 力を育んでいく」・・・それが私たちが提唱する「子供第一
ピノキオ(石井式国語教 主義」です。
室)、公文、バレエ

英語、ピアノ、体育、
サッカー、新体操

仏教的情操教育を基本とし、自然豊かな環境の中、
健康で明るく、元気な子どもを育てる保育を行って
います。

スポーツクラブ、英語

自然とふれあい豊かな環境の中で心身共に大きくのびの
びと育て、子ども達一人一人の個性を大切にし「伸びる
可能性」をみつける幼稚園です。広い園庭で元気いっぱ
い遊びましょう！★満３歳児入園随時募集中！

☆各園からいただいた令和4年度の情報を掲載しました。ご協力ありがとうございました。
☆情報は変更になる場合もあります。こちらの情報を参考に詳細は各園にお問合せ願います。

制服・バック等購入

体験入園

教材等購入

子育て情報「み～つけた！」

６月 26 日(日)10～12 時
パルシーにて３年ぶりに開催します。
申込みは 6/7～13 まで！
チラシ裏面をご覧ください。
定員親子 80 組（多数抽選）

地域で子育て応援！
多くの支援団体・企業・蓮田市が実行
委員会でつながり、親子に楽しいフェス
タを作り、支援する側も一緒に楽しむ
イベントです。

蓮田市はすぴぃ

★★ 編集後記 ★★

ファミキャン歴 10 年ママのコラム
わが家がキャンプを始めたきっかけは、親である私が子供のころキャンプをしていて
楽しかったから♡ お子さんと自然の中でしかできない経験をしてみませんか？
★キャンプに挑戦してみよう
テントが無くても大丈夫！バンガローやコテージからのスタート🚩
→設営や撤収の手間がなく、初心者にはオススメ！
いきなり BBQ は大変😫
→そんな方はスーパーのお弁当やその土地で外食なんて手も！
★ココに気を付けて！
・チェックイン・チェックアウトの時間は車の出入りが多いので
お子さんから目を離さないでー！
・ゴミの出し方
→ゴミ袋を購入すれば引き取ってくれる所もありますが、お持ち帰りの所も
お持ち帰りのときはきちんとお家まで持ち帰りましょう！わが家は蓮田の 45L ゴミ袋を
持っていきますよ♡
・段ボールなどを焚火で燃やすのはやめましょう！灰が飛んで他のサイトの方に迷惑です😫
・山の中でのキャンプは夏でも冷えるので長袖があれば安心。

「み～つけた！通信 60 号」

この頃、YouTube を観ていると
時間があっという間に過ぎて目
もお疲れ気味です。
いろいろな世界で活躍する人を
ごろ寝しながらながめているわ
けですが、小学生の将来の夢、
ユーチューバーが人気なことに
やっと納得しました。
SNS に対して漠然と不安はあり
ますが、やっぱり便利で世界が
広がる素敵なこと。
Twitter と Facebook も身近な人
の投稿を観ていますが、TikTok
には手を伸ばしていません。
Instagram は「み～つけた通
信」や #蓮田をチェックしてい
ます! 毎日沢山アップされる
ので毎日忙しいような暇なよう
な。
。。
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