南区

全区

「子育てシェア」AsMama（アズママ）
045-263-6433 代表者：甲田 恵子
〒231-0023横浜市中区山下町73-1306
info@asmama.co.jp
（問い合わせ窓口）
http://asmama.jp/
（子育てシェアサイト）

050-3666-3477 〒330-0835大宮区北袋町1-102
代表者：今井 康恵

集団託児・個人託児

保育サポート「ママの手」
090-1810-8142 ※保育地域は中央区周辺に限ります。

集団託児（グループ保育）
時 おおむね9:00〜18:00（平日） 場 主に公民館等の公共施設 申 電

時 随時 場 公共施設、
依頼者宅または保育者宅 申 電話（メッセージを
残してください）￥ 基本１時間800円〜登録料なし 対 0歳〜 内（公
財）21世紀職業財団の｢保育サポート」養成講座修了者、
保育士、
子
育て経験者が登録しています。責任を持って大切なお子さんをお預か
りします。福祉サービス総合補償に加入、
事故へ対応します。

話（要事前打合せ） ￥ 保育者1人につき800円/時間（平日9:00〜
18:00） 対 0歳〜 内 子育て中の方が安心して学習したり、
趣味の時
間がもてるよう、
会員がお子さんをお預かりしています。
浦和区・南区

時 随時 場 全国各地 申 子育てシェアアプリで依頼
（要事前登録）￥１

ピッピの会
南浦和公民館内で文庫

第4㊍おはなし会（乳幼児15:30〜15:45、
小学生15:45〜16:00）。冬
（11〜1月）は、
冬時間のため16:30に終わります。

イベント保育

集団託児（グループ保育）
時 応相談 場 公民館等の公共施設等
（見沼区・大宮区以外は要相談）
申 電話 ￥ 保育者1人につき800円／時間、
交通費他 対 首がすわっ
た頃〜未就学児 内 子育て中のママが、
社会と地域につながるため
に、
有資格者と地域のママがこれまでの経験を活かして ママの気持
ちに寄りそう 託児活動をしています。スポーツ安全保険（文化活動
あんしん保障）に加入しています。

時 9:00〜18:00
（相談可） 場 それぞれのイベント会場 申 1週間前ま
でに電話 ￥スタッフ1名1時間1,000円（交通費込み） 対 12か月〜
小学生 内 イベント会場にて、
特設の保育室を作り、
お子さんのお世話
をさせていただきます。浦和区ボランティアネットワーク会員で、
スタッ
フ全員が社会福祉協議会の福祉サービス総合補償保険に加入して
おります。

場 さいたま市近郊 申 メール ￥ スタッフ2名派遣5,000円〜（2時間
･交通費込・税別）さいたま市内限定。必要に応じて備品準備運搬費
内 スタッフは、
保育士、
幼稚園教諭等の有資格者子育てママ。お母さ
んが、
自分のための時間を少しでも持ち、
育児期を前向きに楽しめる
ようなお手伝いをしたいという理念の下、
運営しています。団体傷害･
損害保険に加入しています。

体操

体操

時 随時 場 わんぱくキッズ 申 電話
（9:00〜17:00）￥ なし 対 障がい
をもつ未就学児と保護者 内 障がいをもつお子さんや、
発達に不安が
あるお子さんの子育てや就学に関する悩みなどの相談を行っていま
す。また、
相談後希望があれば、
児童発達支援事業（費用は所得によ
ります）も行っています。

講座、イベント時の集団託児

684-9317 代表者：上村 考子
〒337-0043見沼区中川957-24

交流

交流

子育て相談

601-0522 代表者：小林 あゆみ
〒330-0081中央区新都心2-2 WithYouさいたま3階
info@mamanoen.net
（ままの＊えん事務局）
http://mamanoen.net/

887-2858 〒336-0015南区太田窪5-28-2
代表者：正村 弘子 浦和区ボランティアネットワーク正会員

子育て
サロン

子育て
サロン

762-8377 〒336-0042南区大谷口5651
代表者：守屋 季代子
npo̲wanpakukids@clock.ocn.ne.jp
https://npo-wanpaku.net/

ままの＊えん 託児部

保育グループ I-chu（アイチュ）

児童
センター

児童
センター

NPO法人 わんぱくクラブ

南区

全区

保育サポート マロンの会

幼稚園

幼稚園

時 第1〜4㊍／15:00〜17:00 場 南浦和公民館2階 申 来館 ￥ なし 対
乳幼児〜大人 内 絵本・本の貸出し。毎回自由に折り紙などで遊べます。

見沼区・大宮区

認定
こども園

認定
こども園

時間500円〜 内 地域で子育てを頼り合うオンラインアプリ。知人、
友
人や認定サポーターママサポと事前に繋がり、
子どもの送迎や託児
をお願いできる。
（損害賠償保険完備）※新たにモノや予定のシェア
も可能になりました。

代表者：漆戸 詠子

保育施設

保育施設

時 ①月1〜2回
（不定期）、
②月1〜2回主に㊌ 場 ①鈴谷公民館、
②南
浦和公民館 申 電話・メール ￥ 1回1,000円（材料費実費） 対 どなた
でも。お子さん連れ歓迎 内 誰もがもっている記念に残しておきたい
大切な写真。写真整理を目的に簡単に楽しく、
気持ちを書き残し、
「心
のアルバム」を作っています。

大宮

併設型・談話室

tabagon413@yahoo.co.jp

チャイルドサポート

中央区

単独型

保育グループ紹介

スクラップブッキング
852-2212（連絡先:田端）

大宮区・見沼区・中央区・浦和区

子育て支援センター

併設型・談話室

子育て支援センター

単独型

中央区・南区

西区・北区・見沼区

工作

工作

保育グループ「いちごみるく」
665-2797 〒331-0823北区日進町2-1205-6
代表者：伍井（いつい）美弥子

時 9:00〜17:00 場 公民館、
保健センター、
小学校などの公共施設等

ベビー
料理

料理

外遊び

外遊び

お話

お話

学習

学習
本文中の ○○区 は、
所在地または主な開催区、 電話番号、 FAX番号、 はEメールアドレス、 ホームページアドレス、

時 は開催日時、
場 は開催場所、
申 は申込方法、
対 は対象となる方、
内 は主な活動内容を記載しています。
￥ は参加費・会費等、

保育
グループ
紹介

保育
グループ
紹介

★
「あそび場ガイドブック」
をさいたま市の許可なく配布したり、
改訂したり、
転載したりすること、
及び個人的かつ非商業的な目的以外で使用することを禁じます。

その他

【発行・編集】
さいたま市子ども未来局子ども育成部子育て支援政策課 ＜2019年8月発行＞
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 TEL.048（829）1271 FAX.048（829）
1960
※このあそび場ガイドブックは30,000部作成し、
1部あたりの印刷経費は53円です。
（広告料収入を差し引いた市の負担は、
1部当たり51円です。）

その他
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語学

申 電話（早めにお願いします） ￥ 1時間700円 対 1歳以上未就学の
お子さん 内 お母様達が安心して学習や講座を受けられるように「保
育ボランティア」講座の研修を受けた「保育ママ」がお子さんをお預
かりいたします。見守保育ですが、
いい雰囲気で保育をしています。

音楽

ベビー

サークル・団体紹介

語学

サークル・団体紹介

音楽

集団保育
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