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Vol.10子育てひろば
おでかけmap

武蔵野市子育てひろばネットワーク

2021.4発行

●…定期的（週2回～隔月）に開催され
る子育てひろば

●…週5日以上開館している常設の子
育てひろば

●…子育てを応援する団体・グループ
●…子育て相談専門機関

地域の方と交流したい！先輩ママ・パパと話したい！

地域のボランティアの方や子育て支援団体が主催する

『collabono コミセン親子ひろば』

育児の悩み、困っていることを誰かに相談したい！

子育て支援サポーターや市の子育てアドバイザーが出向する

『コミセン親子ひろば』（10:00～11:30）

多胎育児ならではの悩み相談や情報交換！

プレママ・先輩ママの参加も大歓迎！

ふたご・みつごのつどい（10:00～11:30）

★

★
ふたご・みつごのつどい（市役所） 第3木曜日
ふたご・みつごのつどい（桜堤児童館） 奇数月第4金曜日
 （7月・3月は第1木曜日）

26

32

保育園・こども園は在宅で子育てをする親子を応援しています。プレママ
や未就園児が参加できる行事もたくさん企画しています。詳しくは「市報
むさしの」などでご確認ください。

●プレママのひろば
妊娠5カ月以上の妊婦の方対象です。出産後の育児
のイメージができるように実際の赤ちゃんを見ても
らいながら、保育園職員と妊婦さん同士で交流する
場です。

吉祥寺東コミセン 第4月曜日
本町コミセン 第3水曜日
けやきコミセン 第1木曜日
関前コミセン 第4水曜日
桜堤コミセン 第2水曜日

※　コミセン工事の為5月まで中止、　コミセン工事の為8月頃再開
　　境南コミセン工事期間中のみ（7月まで）

コミセン親子ひろばは武蔵野市の全てのコミュニティセンター（コミ
セン）で実施している親子のための居場所です。ひろばにあるおもち
ゃで自由に遊んだり、絵本を読んだり…。
スタッフや参加者の皆さんと育児や日々のことについてもおしゃべり
しませんか？
皆さんが安心して楽しめるよう、今は事前予約制になっています。
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※番号の施設名は最終ページ
　をご参照ください。

御殿山コミセン 第2火曜日
吉祥寺西コミセン 第4火曜日
緑町コミセン 第4木曜日
境南コミセン 第1水曜日
武蔵野スイングホール 第1金曜日

武蔵野市子育てひろばネットワーク
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武蔵野市子育てひろばネットワーク 子育てひろば おでかけmap Vol.10

さんりんしゃの会（本宿コミセン）
第1･3月曜日 10:00～11:30
吉祥寺南町コミュニティ協議会（吉祥寺南町コミセン）
第1･3金曜日 10:00～11:30
吉祥寺南町コミュニティ協議会の出張ひろば（ゆとりえ）
第2金曜日 10:30～12:00
サニーママ武蔵野（吉祥寺北コミセン）
第2土･第4金曜日 10:00～11:30
NPO法人いずみの会（中町集会所）
第2金･第4月曜日 10:00～11:30
西久保コミセンひろばピノキオ（西久保コミセン）
第1･4月曜日 10:00～11:30
はちコミほんわか隊（八幡町コミセン）
第1土･3水曜日 10:00～11:30
境おやこひろば（西部コミセン）
第2･4火曜日 10:00～11:30
　境おやこひろばの出張ひろば（武蔵境自動車教習所）
　境おやこひろばの出張ひろば（市民会館）
　第2日曜日 10:00～11:30
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「武蔵野市子育てひろばネットワーク」には、市内で子育てひろばを運営している子育て支援団体（グ

ループ）、地域子育て支援拠点施設や子育て支援にかかわる専門施設、行政機関が所属しています。

開館日 火～土

祝日と年末年始は休館

住所 緑町2-6-8
 武蔵野緑町2丁目
 第3アパート8号棟1階
 みどりのこども館内
TEL 0422-37-2016

おもちゃの
ぐるりん29

開館日 月～土

境こども園
いこっと30

開館日 月～金

みんなのとことこ
とことこおやこひろば

すくすく泉
いずみのひろば34

開館日 火～土

こどもの日を除く祝日と
年末年始は休館

住所 吉祥寺東町2-29-12
TEL 0422-20-3210

0123吉祥寺27

開館日 日～木

こどもの日を除く祝日と
年末年始は休館

住所 八幡町1-3-24
TEL 0422-56-3210

0123はらっぱ28

開館日 月～土

こどもの日を除く祝日と
年末年始は休館

住所 桜堤2-1-29
TEL 0422-53-2206

桜堤児童館32

開館日 火～土

31

祝日と年末年始は休館

開館日 月～金

住所 吉祥寺北4-1-16
 北町高齢者センター2F
TEL 0422-38-5150

みずきっこ33

どちらの子育てひろばでも
子育てに関するご相談をお受けしています。「誰
に相談すれば良いかわからない」そんな時は、
子育て支援サポーターにお気軽にお声かけくだ
さい。子育てに関する困りごとなどを一緒に考
えて支援につなぐお手伝いをします。HP

HP

祝日と年末年始は休館
境こども園の行事により臨時休館あり

住所 境4-11-6
 境こども園内
TEL 0422-53-2312
 （境こども園）

HP

年末年始、臨時休館あり

HP

HP HP

HP ブログ

住所 関前4-17-10
TEL 0422-27-7195
 090-5331-6311

※令和3年度は別施設「おうちのと
ことこ」で開催しています。

祝日、年末年始は休館
他夏季休館、臨時休館あり

住所 吉祥寺本町3-27-17
TEL 0422-77-0213

HP ブログ

地域子育て支援拠点

 8ヵ所をご存知ですか？ 週5日以上開館している、いつでも遊びに来ることができる子育てひろばです。
※現在（令和3年3月）開館日・時間が異なる施設があります。詳しくは各施設へお問い合わせください。

コミセン親子ひろば

市内全コミセンで、月に1～2回開催。自宅か
ら近いコミセンに、ぜひ遊びにきてください。

予約方法

おねがい

コミセン親子ひろばの日程や利用
方法はもちろん、中止や休館など
の最新情報は市のホームページか
らも確認できます。

保育園・こども園開催のあかちゃんのひろばや園庭開放etc.

●あかちゃんのひろば
市内の公立・子ども協会の保育園では0歳～1歳3か
月の赤ちゃんを子育てしている方が集えるあかちゃ
んのひろばを開催しています。
保育の中で子どもたちと楽し
んでいる遊びやうたを保育士
が紹介したり、栄養士、保健担
当から離乳食や健康について
の情報などをお話することも
あります。
ぜひ、遊びに来てください。

子育てひろば
定期的（週2回～隔月）に開催される

2322

25

（公財）武蔵野市子ども協会51
①大人はマスク着用
②ねんねの赤ちゃんと参加

の場合はバスタオルなど
赤ちゃんの下に敷くものを持参

③コミセン入館時の検温・手指消毒のご協力
④当日のキャンセルの電話は不要

　 0123吉祥寺　 0123はらっぱ　 おもちゃのぐるり
ん　 境こども園いこっとや、保育園・こども園・地域
子ども館を運営しています。市と連携し「ともに、つな
がり、育つ。」という理念のもとに様々な子育て支援
事業を実施しています。
※お問い合わせは各施設まで

27 28 29

30

「地域で子育て応援マーク」をつけている方を見かけ
ましたか？地域で子育てをしている保護者の方とお子
さんを、あたたかく見守っているよ。という意思表示
マークです。そして、ここで育った子どもたちやその親
が、やがて地域の中で、高齢や障がいなど様々な事情
を抱える方へ心を向けるようになると良いな。という
思いを込めて、このマークを広めています。

前月1日より予約開始します。
予約TEL 0422-60-1239

0123吉祥寺・
0123はらっぱ・桜堤児童館には

子育て支援サポーター
がいます。

HP ブログホームページ インスタグラム フェイスブックツイッター ブログ

★…再開していません
※令和3年3月時点での情報です



「YouTubeチャンネル」を始めました。

境南地域社協「くまのこひろば」12

ママパパの目線で、親子遊びや座談会などさまざまな企画・情報発

信をしています。

境おやこひろば（コミセン親子ひろば）36

HBBは、“ローズカフェ＠桜堤児童館”にて毎月楽しいイベントを行

っております。

HBB（Happy and Boon Buddy）37

親同士で子どもを預け合いながら、仲間づくりも、親子の成長も楽

しめるのが特徴です。

武蔵野なかまほいくの会38

市内3か所で開催しています。

外でのんびり親子で過ごしませんか？

NPO法人 プレーパークむさしの41

ひまわりママ事務局には、小さな遊びのお部屋があります。

赤ちゃんとふらっと立ち寄ってみてください♪

NPO法人 保育サービスひまわりママ43

ふたごみつご育児ならではの悩みや楽しみを共有し、励まし合って一

緒に育児を楽しみましょう！

むさしのチェリーズ48

西久保地域でママと子どものやさしい居場所作りをしています♪

西久保コミセンひろばピノキオ（コミセン親子ひろば）6

ほんわか隊は、地域ぐるみで子育て世代を応援したい想いで活動し

ています。家庭の延長のような手作りのほんわかな「ひろば」を目指

しています。

はちコミほんわか隊（コミセン親子ひろば）7

武蔵野千川福祉会が武蔵野中央公園北ホールにて、毎月第2火曜日

に実施しています。

（社福）武蔵野千川福祉会
0・1・2歳親子ひろば さくらんぼ

13

隣接した公園でも遊べます。けやきコミセンへ遊びに来ませんか。

子育て世代のママたちが待ってます！

けやきこもれびひろば15

親子でできる体操等、ママのための講座もやっています！

ホームページもぜひご覧ください。

（公財）武蔵野健康づくり事業団
健康づくり支援センター

50

本宿コミセンの親子ひろばでは毎回工作を用意しています。お部屋

からは電車も見えますよ！

さんりんしゃの会（コミセン親子ひろば）1

スタッフは親子ひろばOGのママたちが多数。楽しくおしゃべりしま

しょう。

吉祥寺南町コミュニティ協議会（コミセン親子ひろば）2

初めて子育てするママと先輩ママが楽しく過ごせる交流の場です。

予約はFAXまたは留守番電話に名前・電話番号をお願いします。

0422-22-2057

吉西福祉の会「ひろばひよこ」10

まちの保育園 吉祥寺が運営する親子ひろばです。常設でないため毎

回HPにて参加者の募集をしております。

まちの保育園 吉祥寺39

パパママにおすすめのお店や遊び場、イベントをブログでご紹介。

新店舗情報も！

むーふぁみマップ45

ささやかなスペースですが、たくさんのおもちゃ（貸出可能）を用意し

て、地域のちょっと先輩ママがお待ちしてます。ご利用時は事前連絡

（ショートメール 090-1253-6935）を。

吉祥寺おもちゃ図書館46

子育て方法を学ぶ講座の他、毎月ヨガを開催し、心と体をほぐすひ

と時を提供しています。

子育て家族支援団体 SomLic47

西 地 区 中央地区 東 地 区

生まれたばかりの赤ちゃんともコミュニケーションがとれるわらべう

たを楽しみましょう。

わらべうたの会 げっくりかっくり42

ボランティアを求める人とボランティアをしたい人を繋ぐ窓口です。

お気軽にご相談を！

（社福）武蔵野市民社会福祉協議会
ボランティアセンター武蔵野

49

子連れスタッフも、子育て目線をいかし、たくさん活躍中♪

吉祥寺北コミセンで月に2回親子ひろばも開催しています。

サニーママ武蔵野（コミセン親子ひろば）　35

武蔵野市を拠点に妊娠中

から産後、育児のサポート

をしています。命の大切さ

を伝える授業なども行なっ

ています。

※連絡は武蔵野市助産師会ホームページ内の

お問い合わせフォームをご利用ください。

武蔵野市 助産師会52

妊娠期から子育て期のご相談に、

保健師・助産師・管理栄養士・歯

科衛生士が応じます。

保健センター（健康課）53 子ども家庭支援センター54

［通常の相談］

相談日時： 月曜日～金曜日

 午前9時～11時・午後1時～4時

TEL 0422-60-1854

保育園・幼稚園で勤務してきた保育士・幼稚園教諭が、専門性を活かして保育所

等の相談に応じています。保育所等の入所状況や申込方法、幼稚園情報や一時保

育など、安心して子育てできるよう、各ご家庭の状況に

合わせ情報をお伝えします。お気軽にご相談ください。

保育コンシェルジュ（子ども育成課）54

相談日時：月曜日～金曜日

（土曜日は月1回開館）

午前9時～午後5時  TEL 0422-55-8510

児童発達支援センター
みどりのこども館 相談部ハビット

55

相談日時：月曜日～金曜日

保健センター（健康課）

午前8時30分～午後5時  TEL 0422-51-0700

妊婦相談（マタニティ安心コール）

午前9時～午後5時  TEL 0422-51-0703

「子育てが大変」「どうしていいのかわからない」…そんな時は、ひとりで悩まずに連絡してみてください。

武蔵野市の子育てひろば

子育てを応援する団体・グループ紹介
★…再開していません（令和3年3月時点での情報です）

※主に活動している地区で分けているため、他の地区で活動していることもあります。 ※○の中の数字は、表紙の地図の位置を表しています。

※活動場所が複数ある所は地図に記載がない場合があります。

子育てひろばとは？
お子さんと一緒に過ごしたり、おしゃべりしたり、情報交換のできる場です。

同じくらいの子どもと遊ばせたい、子育ての事を誰かに聞いてほしいという方、

またプレママ、プレパパの利用もお待ちしています。

最新情報はコチラから！
子育てひろばネットワークからのお知らせ

団体情報

HP ブログ

ブログ

HP ブログ

HP ブログ

HP ブログ

HP

HP

★
★

HP

HP

HP

ブログ

HP ブログ

HP

中央コミセンの二階大広間でおもちゃをたくさん出して楽しく遊ん

でいます。

中央福祉の会「親子ニコニコ広場」11★

0～18歳未満のお子さ

んの子育てに関する相

談やお子さん自身から

の相談をお受けします。

0～18歳までのお子さんの

発達に関するご相談をお受

けしています。

図書館司書が読み聞かせや本の貸出から、本の相談や販売までして

います！ ぐーぐー子ども文庫も開催しています。

NPO法人 ぐーぐーらいぶ14

［総合相談ダイヤル］

相談日時： 月曜日～金曜日

 午前8時30分～午後10時

TEL 0120-839-002・0422-55-9002

ブログ
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