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048・786・6353（駅西口図
書館） 図書館10:00～21:00
など、施設により異なる 休施設に
より異なる 所桶川市若宮1-5-2 
おけがわマイン3F Pあり 交 JR桶
川駅からすぐ MAP P23 C-4

048・789・1113
9:00～22:00 休月曜（祝日

の場合は翌日休）、年末年始、臨時
休館あり 所桶川市若宮1-5-9 P
あり 交 JR桶川駅から徒歩5分
MAP P23 C-4

048・778・3567
9:00～16:00

休お盆、年末年始 ¥無料
所桶川市寿1-11-19 Pあり
交 JR桶川駅から徒歩6分
MAP P23 C-4

049・299・1111
8:30～17:30 休年末年始

¥内容により異なる
所川島町出丸下郷53-1 Pあり
交 JR桶川駅からタクシーで15分
MAP P23 B-4

048・786・5881
入園自由

所桶川市川田谷2839-11
Pあり
交 JR桶川駅からバスで20分
MAP P23 B-4

048・786・4030 9:00～
16:30 休月曜、祝日、年末年始
¥無料 所桶川市川田谷4405-4 
川田谷生涯学習センター内 Pあ
り 交 JR桶川駅からバスで15分
MAP P23 B-4

048・789・2911 アピタ9:00～
21:00（専門店は基本10:00～、レストラ
ン街は11:00～22:00） 休年2回休みあ
り（一部店舗により異なる） 所桶川市桶川
都市計画事業下日出谷東 P あり 交 JR
桶川駅から徒歩15分 MAP P23 B-4

048・777・1920（桶川市シル
バー人材センター、2017年3月31
日までは048･787･2300） 入園
自由 所桶川市若宮1-5 Pなし
交 JR桶川駅から5分
MAP P23 C-4

048・776・8590
6月中旬の土・日曜 所桶川市

内各所（農業センター周辺、川田
谷生涯学習センターなど） P あり 
交各会場へはJR桶川駅からバス
を利用 MAP P23 B-4

048・729・1611 9 :00 ～
21:00、手打ちうどん・そばは11:00～
L.O.19:00（季節により変動あり） 休月
曜（祝日の場合は翌日休） ¥ 入館無料 
所桶川市加納419-1 P あり 交 JR桶
川駅からバスで15分 MAP P23 C-4

048・729・1125
11:00～18:00（土・日曜、祝

日は～20:30） 休水曜、ほか月1
回不定休 所桶川市坂田572‐1 
Pあり 交 JR桶川駅からバスで10
分 MAP P23 C-4

048・773・9903
11:00～19:00 休 月・火曜 

所桶川市寿1-14-11 Pあり
交 JR桶川駅から徒歩6分
MAP P23 C-4

桶川駅前の「おけがわマ
イン」にある、駅西口図
書館と大型書店、カフェ
などが融合した文化融合・
地域交流の拠点。

演劇や小規模なクラシッ
クコンサートなどが開か
れる多目的ホール。桶川
駅近くにあり、文化発信
の拠点になっている。

旧宿場町の面影を残す、
中山道沿いにある観光案
内所。中山道や宿場町の
史料が展示され、市内案
内も実施。

荒川河川敷にある軽飛行
機用の飛行場。遊覧飛行
(HPより要予約 )のほか、
着陸風景を柵ごしに見る
こともできる(入場無料 )。

市内で最大規模を誇る公
園。夏にはジャブジャブ池
が開かれるほか、大型遊
具やピクニック広場などが
ある。

桶川の歴史と文化を展
示・紹介する施設。体験
学習室では、伝統文化の
体験プログラムを提供し
ている。

大型スーパーや約80も
の専門店が集まる大型シ
ョッピングモール。子ども
向け施設やサービスも充
実している。

駅前とは思えないほどに、
木々に囲まれた公園。市
民ホールに隣接して、子
どもも大人も楽しめる遊
具などがある。

古くからの名物になってい
るべに花が開花する時期
に合わせて開催。べに花
の摘み取り体験など多彩
なイベントが開かれる。

旧農家住宅を使った文化
施設。毎月第1日曜のフ
リーマーケットのほか、多
彩な文化体験も実施。手
打ちうどんも名物。

自然に囲まれたウッディ
なカフェ。手作りパスタ
やピザ、ふわふわのパン
ケーキなどが人気。ドッグ
ランもある。

国登録有形文化財の江
戸末期の建物を使ったギ
ャラリー＆喫茶店。オー
ガニックコーヒーや紅茶
が楽しめる。

OKEGAWA hon
プラス+

響の森
桶川市民ホール

中山道宿場館 ホンダエアポート城山公園 歴史民俗資料館 ベニバナウォーク桶川駅西口公園 べに花まつりべに花ふるさと館 Hodaka Dog Cafe 
N36°

ブラッドベリ
（小林家住宅主屋）

べに花が咲き誇り歴史と文化が根づいた 桶
お け が わ し

川市
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江戸時代、べに花は最上地域に次いで、

日本第2位の生産量を誇った。

市内の稲荷神社に、日本一重い力石がある。

桶川駅周辺には、旧宿場町の面影を残す

歴史的な建物が点在している。

江戸中期に始まった桶川 園祭は毎年開催。

街のトリビア
　　あれこれ

おもな子育て支援の
取り組みTrivia

Check!

遊びと学びのガイド

Child-Care Check!

子育て中の保護者を対象に、子どもに伝わるほ
め方、叱り方、怒鳴らない子育てなどを練習する
講座。参加無料。

乳幼児の親子などが自由に遊べるほか、子育て情
報を共有できるスペース。日出谷と駅前の子育て
支援センターで開催。

安全基準に適合した、幼児2人を乗せられる自転車の購入費
の一部を補助する制度。未就学児2名以上を養育している家
庭が対象。

陶芸やそば打ち体験、染物など、様々な文化体
験教室をべに花ふるさと館において開催。桶川
の特産品の研究・開発への挑戦も可能。

放課後に小学校の一部を借りて、子どもたちの安
全・安心な活動拠点をつくることを目的に、市内
小学校全7校で実施。

左端：江戸時代から全国屈指の生産量を誇った桶川のべに花。今でも特産の一つとなり、べに花を使った菓子
などが名物になっています　中央左：中山道の宿場町として発展した歴史を持つ桶川。毎年7月15・16日には、
神輿や山車が中山道を練り歩く桶川 園祭（MAP P23 C-4）が開催されます　中央右：駅西口図書館に大型書
店やカフェなどが融合した「OKEGAWA hon プラス+」。文化的な香りが漂う街です　右端：豊かな自然に囲まれ
て、子どもがのびのびと育つ環境も魅力。写真は城山公園

そだれん～子育て練習講座～ 子育てサロン 幼児 2人同乗用（3人乗り）自転車 購入費補助制度

子ども体験教室 放課後子供教室（あいあい広場）
市内在住の0歳から中学校第3学年修了前までの子どもの医
療費を助成。市内医療機関であれば、窓口での無料化も実施。

こども医療費助成
これは
必見！

もっと深く知るならここをチェック！
http://www.city.okegawa.lg.jp/kodomo/28/114/index.html

検 索

平安時代中期に編纂された『延喜式』に市内にある神社の名が
記されるなど、古い歴史を持つ桶川。江戸時代に中山道の宿場
町が開かれ、今に至る繁栄の礎が築かれました。この旧宿場町
である桶川駅周辺を離れれば、閑静な住宅街やのどかな田園風
景が広がっていて、自然豊かな公園や雑木林なども点在。初夏に
は特産のべに花が風景に色彩を添えます。

桶川市／子育て支援事業

そのほかにも様々な
子育て支援を行って

います

桶川市
マスコット
キャラクター
オケちゃん




