
日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4
おはなし会 子育てサロン 昼ぽっけ【ひ】 子育てサロン おはなし会
　こどもおはなし会 AM【図】 　ばぶちゃん＆ちょろちゃんROOM【公】 　ひろば【図】
　おはなし会【ひまわり】 育児相談【北】
　さくらんぼ AM【公】 　　　　　→（健）へ電話予約
うたって♪あそぼ ぺぱん【北】 【図】休館日

8 9 10 11
おはなし会 子育てサロン 昼ぽっけ【ひ】 子育てサロン 声に出して楽しもう！【図】

　こどもおはなし会 PM【図】 　ばぶちゃんROOM【公】 英語の絵本ワークショップ
　ききみみずきん AM【北】 おはなし会 　10:30～11:30　どなたでも

　たんぽぽ【東】 　くまさんのおはなし会【新・四コミ】 　　　　　→【図】へ要予約

　さくらんぼ AM【公】 　赤ちゃん教室【健セ】
わらべうた【図】 　もぐもぐ教室【健セ】

本はともだち【公】 子育てサロン 子育てサロン 　　　　　→座間市LINE公式アカウントから要予約

　13：30～ 　ふれあいサロンハグハグ【サ】 　ツインズROOM【公】
→【公】へ要予約 【公/北/東/コミ/図】休館日 【プ】休館日 【ゆめ・ひまわり・かがやき】15時閉所

12 13 14 15 16 おもちゃ病院【北】

子育てサロン おはなし会 おはなし会【かがやき】 　10:00～12:00
　ひがしのだんだんリビング【東】 　こどもおはなし会 AM【図】 　10:15～10:45 　（11:30受付終了）
あつまれ‼赤ちゃんDay【ひまわり】 　つきのぼうや AM【北】 　　　　　　→【かがやき】へ要予約 　　　　　→【北】へ要予約

　対象：8～10か月の赤ちゃん 　さくらんぼ AM・PM【公】 子育てサロン 昼ぽっけ【ひ】
　13:30～14:30 わらべうたこんぺいとう【公】
　　　　　→【ひまわり】へ要予約 子ども広場「ふれあいヨガ」【プ】 おはなし会

　対象:未就園児（兄弟に限り未就学児可） 　ひろば【図】
　13:00～14:00　　→【プ】へ要予約 　ききみみずきん【北】
わいがやエクスチェンジ【東】
プレママ・プレパパ見学会【ひまわり】 出前講座「乳幼児救急法」【ひまわり】 ☆ざまりん広場相武台☆【相武コミ】
　10:30～ 　10:00～11:30　→【ひまわり】へ要予約 子育てサロン

あつまれ‼赤ちゃんDay【ゆめ】 ママのためのバレエストレッチ【かがやき】 　ばぶちゃん＆ちょろちゃんROOM【公】
　対象：5～8か月の赤ちゃん 　10:15～11:15 育児相談【健セ】
　　　　9～12か月の赤ちゃん 　　　　　　　　→【かがやき】へ要予約 　　　　　　　　→（健）へ電話予約
　13:30～14:30

【公/北/東/コミ/図】休館日 　　　　　　　　　→【ゆめ】へ要予約 【ひまわり】12時半閉所

19 20 21　春分の日 22 23 24 25
おはなし会 子育てサロン 昼ぽっけ【ひ】 たのしもうむかしあそび【立コミ】 プラっとざまフェス【プ】

【公・北・東】休館日 　こどもおはなし会 PM【図】 【かがやき】12時半閉所 　対象：3歳～小学6年生まで 　10:00～15:00　どなたでも

　ききみみずきん【北】 　時間 14:00～16:00 おもちゃ病院【東】
　たんぽぽ【東】 ☆ざまりん広場相武台☆【相武コミ】 　10:00～12:00

子育てサロン 　さくらんぼ AM【公】 こども市in昼ぽっけ【ひ】 ぴよぴよ・チェリー教室【健セ】 　　(11:30受付終了)
　ぽっかぽか【北】 →（健）へ電話予約 →【東】へ要予約
ざまりんのおうち出張ルーム（子） ぱくぱく幼児食教室【健セ】 春休みおたのしみ会【図】

【ゆめ】12時閉所 　場所：イオンモール座間３階　赤ちゃん休憩室 おはなし会 →座間市LINE公式アカウントから要予約 　10:30～11:30 どなたでも

【公/北/東/コミ/図】休館日 　10:30～13:00（保育なし）　 　さくらんぼ AM【公】 子ども食堂 夜ぽっけ【ひ】 →【図】へ要予約

26 27 　対象：未就学児を子育て中の方や妊娠中の方 31
あつまれ‼赤ちゃんDay【かがやき】 ☆ざまりん広場相武台☆【相武コミ】
　対象：8か月までの赤ちゃん
　13:30～14:30
　　　　　　→【かがやき】へ要予約
英語ぽっけ【ひ】
　対象：0～3歳児の親子　定員8組

【公/北/東/コミ/図】休館日 　　　　　　　　　　　→（ア）へ要予約

3028

 ※　掲載情報は変更する可能性があります。

　　　　　　　　　　　　　　座間市ホームページ（子育て・教育→生涯学習→情報誌）からダウンロードもできます。
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ざまこそだてカレンダー 2023
３がつ

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業内容に変更が生じる場合があります。

事業の詳細は「イベントの詳細・予約先」に記載の連絡先へご確認ください。

ボランティアサークルききみみず

きんさんによるおはなし会です。

修了証をお渡しします。

・コミュニティセンターは駐車スペースに限りがあるため、お車でのご来場はお控えください。
・カレンダー内の【コミ】は、市内すべてのコミュニティセンターです。
・【図】のおはなし会はすべて先着順です。

・「昼ぽっけ、夜ぽっけ、本はともだち、ぽっかぽか、ひがしのだんだんリビング」は、子育て中のファミリーであればどなたでも参加していただけます。
・子育て支援センターゆめ、ひまわり、かがやきの開所時間は10：00～16：00（月～金）。

ご利用は①10：00～12：30 ②13：30～16：00の2部制の事前予約制です。

※発行・編集：こそだてカレンダーをつくる会[事務局：生涯学習課（046-252-8472）] 

ヨガを通して親子でふれあい、

体の動かし方を楽しく学ぶ。

親子フラ・子どもバレエ他、

当館イベントやサークルによ

る発表会‼ 同日に似顔絵や

バルーンの販売もあり‼詳し

くは【プ】HP参照。

（生）生涯学習課 046-252-8472
（健）健康づくり課 046-252-7225

（障）障がい福祉課 046-252-7132
（広）広聴人権課 046-252-8087
（子）子ども政策課 046-252-8025

【図】図書館 046-255-1211

【公】座間市公民館 046-255-3131

【北】北地区文化センター 042-747-3361

【東】東地区文化センター 046-253-0781

★イベントの詳細・予約先★

【ハ】ハーモニーホール座間 046-255-1100

【サ】サニープレイス座間 046-266-1294

【健セ】市民健康センター 046-251-6822

【市】市役所 046-255-1111

【相模コミ】相模が丘 046-258-3000

【相武コミ】相武台 046-258-3001

【ひコミ】ひばりが丘 046-257-7698

【栗原コミ】栗原 046-257-7210

【立コミ】立野台 046-255-0815

【新・四コミ】 046-257-4871

【東原コミ】 046-255-9770

座間市LINE

公式アカウント

【ひ】ひだまりの家(座間市入谷西2-20-15)

※問合せは（ア）

（ア）アクティヴ・ママメール

active_mama_zama@yahoo.co.jp

アクティヴ・ママ

ホームページ

アクティヴ・ママInstagram（activemama2015）

さくらんぼさんによるおはな

し会です。

8か月までのお子様、

一緒に遊びましょう♪

同時開催「楽器で遊ぼう」「革で

アクセサリー作り」※詳細はアク

ティヴ・ママinstagram又はHP、

予約/問合せは(ア)。

同時開催

「ドライヘッドスパ＆ハンドトリートメント」

「ドライフラワーを使ったレジンアクセサリー」

※詳細はアクティヴ・ママinstagram又はHP、

予約/問合せは（ア）。

同時開催「ベビーマッサージ」

※詳細はアクティヴ・ママinstagram又はHP、

予約/問合せは（ア）。

こどもたちが自分で作ったものや、手作りゲー

ムのお店を出します。遊びにきてね。

★同時開催★
「おさがりバザー」

「糸でオリジナルの瓶を作ろう！」

「ドライフラワーでうさぎのヘアゴム作り」＆

「カラフルポップな恐竜バッジ作り」

※詳細はアクティヴ・ママinstagram

又はHP、予約/問合せは（ア）。

座間市消防本部の救急救命士さんから、乳幼児が

起こしやすい突然のことに対する応急処置につい

てお聞きしましょう。

14:30以降も自由に

遊べます。月齢フォ

トが撮れます。

☆ざまりん広場相武台☆

座間市子育て支援センター「ざまりんのおうち

ひまわり」が相武台コミセンに出張して広場を

開催（予約不要）。お気軽に遊びに来て下さい。

対象：0歳～未就学児までのお子さん

時間：10:00～12:30

問合せ【ひまわり】又は【相武コミ】

※3/17～毎週金曜開催。

英語の絵本を使って楽し

く英語を話すワーク

ショップです。英語が苦

手な方も大歓迎です。

赤ちゃんだけの時間

です。14:30以降も

遊べます。

卒業生にメダル授与

地域の大人と子どもたちが、

昔遊びを楽しむ。

卒業生にメダル授与

☆【ゆめ】子育て支援センター(東原） 046-254-2634

☆【ひまわり】子育て支援センター(小田急相模原駅そば） 042-740-2788

☆【かがやき】子育て支援センター(座間駅前） 046-255-7070

【プ】プラっとざま（小田急相模原駅そば）042-705-3610
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