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境南町

● 小金井公園

● 武蔵野プレイス

● 武蔵野赤十字病院

● 井の頭公園

　●
成蹊大学

　●
総合体育館

● 浄水場

武蔵野中央公園
　　　　　●

亜細亜大学 ●

中央図書館 ●
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子育てを応援する
団体・グループ

子育て相談

Vol.4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

2018.4.1発行

⑨ひろばひよこ ⑩親子ニコニコ広場

⑪０・１・２歳親子ひろば さくらんぼ ⑫ぐーぐー子ども文庫

⑬けやき こもれびひろば

㉒０１２３吉祥寺　㉓０１２３はらっぱ　㉔おもちゃのぐるりん

㉕境こども園 いこっと　㉖いずみのひろば（すくすく泉）

㉗桜堤児童館　㉘みずきっこ（北町高齢者センター）

㉙とことこおやこひろば（とことこ保育室 みんなのとことこ）

㉚サニーママ武蔵野（※）

㉛子どももおとなも楽しむ生活プロジェクト（モモプロジェクト）（※）

32境おやこひろば（※）

33HBB（Happy and Boon Buddy）（※）

34武蔵野なかまほいくの会

35まちの保育園 吉祥寺

36NPO法人プレーパークむさしの

37わらべうたの会げっくりかっくり（※）

38NPO法人保育サービスひまわりママ

39NPO法人子育て応援スペースとことこ

40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

41健康づくり支援センター

42武蔵野市助産師会（※）

（※）活動場所が複数あるため地図上には記載していません。

43健康課（保健センター）

44子ども家庭支援センター

45地域療育相談室ハビット

46保育コンシェルジュ（子ども育成課）

㉑ふたご ・ みつごのつどい

①本宿コミュニティーセンター 和室（吉祥寺東町3-25-2）

②090-2653-2592（中村）

④子育て支援団体に関わり、子ども達からたくさんの笑顔をもらって活動

してきた地域の人たちが集まり、本宿コミセンにてcollabonoコミセン

親子ひろばをしています。

　0歳～未就学児の親子、孫育ての祖父母、スタッフと一緒に子育ての楽し

さや喜びを分かち合える仲間づくりをしています。

⑤毎月第1・第3月曜日 10：00～11：30

①吉祥寺南町コミュニティセンター 1階ちびっこコーナー&和室

　（吉祥寺南町3-13-1）

　特別養護老人ホーム ゆとりえ（吉祥寺南町4-25-5）

②43-6372

③http://minami-c.sakura.ne.jp/

④地域の先輩ママ、現役ママが中心になって、NPO法人ぐーぐーらいぶ

（第3金曜日におはなし会と絵本貸出）と一緒にひろばを運営しています。

ゆとりえの親子ひろばともコラボ。

高齢者の方々と交流をしています。

そのほか土曜日のパパひろばや

コンサートなどイベントを企画。

⑤毎月第1・3金曜日

　10:00～11:30（南町コミセン）

　毎月第2金曜日

　10:30～12:00（ゆとりえ）

①吉祥寺西コミュニティセンター 2階和室（吉祥寺本町3-20-17）

②22-2057（八木）

④平成18年6月にスタートして今年で12年を迎えます。吉西福祉の会、子

育て部会のメンバーを中心に、地域の新しいボランティアの方々で、来て

くださる親子をお迎えしています。手遊びや季節のイベント、ホッとひと

息できるお茶のおもてなしもあります。

⑤毎月第2月曜日（10月1月は第3月曜日）10：00～12：00

「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関わる専門施設、行政機関が所属しています。

子育て支援者同士が、その立場を超えて、手をつなぎ連携することで、武蔵野市で安心して子育てができる

ような環境を整えていくことを「子育てひろばネットワーク」は目指しています。

武蔵野市子育てひろばネットワーク

発　行 ： 武蔵野市子育てひろばネットワーク

編　集 ： 0123吉祥寺（TEL：0422-20-3210）

発行日 ： 平成30年4月1日

①けやきコミュニティーセンター 1階子どもルーム（吉祥寺北町5-6-19）

④「けやきコミセン親子ひろば」のボランティアを中心に発足したグループ

です。親子ひろばやランチ会の他に、季節のイベントやパパママ向け講

座の開催などを行っています。

　地域密着の仲間づくり、情報交換を通じて大人も子どもも笑顔になれた

らと考えています。パパママの他に、おじいちゃんおばあちゃんの参加も

大歓迎！スタッフも随時募集しています。

⑤毎月第1木曜日 ： 12：00（コミセン親子ひろば終了後）～ ランチ会

　毎月第3木曜日 ： 10：00～11：30 けやき こもれびひろば

 12：00～ ランチ会

　その他イベント（不定期）

東エリア

さんりんしゃの会1

吉西福祉の会 「ひろばひよこ」

吉祥寺南町コミュニティ協議会32

けやき こもれびひろば13

子育てひろば
定期的（週2回～月1回）に開催される

常設の子育てひろば
週3日以上開館している

9

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.4

collabono（こらぼの）コミセン親子ひろば

⑭吉祥寺東コミセン ⑮吉祥寺西コミセン ⑯けやきコミセン 

⑰緑町コミセン ⑱関前コミセン ⑲境南コミセン ⑳桜堤コミセン

コミセン親子ひろば

①本宿コミセン（さんりんしゃの会）

②吉祥寺南町コミセン（吉祥寺南町コミュニティ協議会）

③特別養護老人ホームゆとりえ

　（吉祥寺南町コミュニティ協議会の出張ひろば）

④吉祥寺北コミセン（サニーママ武蔵野）

⑤中町集会所（NPO法人いずみの会）

⑥西久保コミセン（西久保コミセンひろばピノキオ）

⑦八幡町コミセン（はちコミほんわか隊）

⑧西部コミセン（境おやこひろば）

※各団体の詳しい情報は右のQRコードから

　武蔵野市のHPにアクセスしてご覧ください。



ご存知ですか？ 地域で活動している団体・グループのご紹介

①武蔵境エリア（市西部エリア）の西部コミセン、境南コミセン、市民会館を

中心に活動中。

②e-mail ： infosakaioyako@gmail.com

③http://ameblo.jp/oyakohiroba-sakai/

④主に武蔵境エリアで「こんな場所があったらいいな」と思う親たちで始め

ました。ワーキングママや専業主婦、パパができる範囲で活動していま

す。親としての当事者目線を大切に、地域も巻き込みつつ企画を考えて

いて、できるところから「子育てしやすいまち」を作っていけたらと思って

います。メンバーも募集中！活動する「負担」よりもつながる楽しさを感じ

られることを目指していますので、お気軽にお問い合わせください！

⑤ ・ collabono（こらぼの）コミセン親子ひろば

　　（毎月第2・4火曜 10:30～12:30 ・ 隔月第2日曜 10:00～12:00）

　 ・ 親子あそびイベント「こどものおと」「さんさんくらぶ」

　 ・ 幼稚園・保育園座談会、わらべうた 等

　 ・ ブログやメールによる地域情報の発信

①［会場］武蔵野プレイス ［事務局］新座市菅沢1-4-5 2階

②048-482-3527

　e-mail ： office@ccn01.mygbiz.com

③https://sites.google.com/a/ccn01.mygbiz.com/nakamahoiku/

④なかまほいくは、毎週1回（全10回）集まり、「親子一緒の活動」と「預け合

いの活動」を行いながら、親子の時間、大人同士の時間、子ども同士の時

間を楽しむことができます。子育てなかまと出会うことができ、預け合い

をプラスした新しいタイプのサ

ークル活動です。武蔵野なかま

ほいくの会は、なかまほいくの

参加経験者やボランティアが中

心となり、NPO法人新座子育て

ネットワークとともになかまほい

くや参加者の集いを運営してい

ます。

⑤春（5月～）と秋（10月～）、武蔵

野プレイスで開催。詳細は、HP・

facebookをご覧いただくか、メ

ールでお問合せください。

①西久保コミュニティセンター 2階大広間（西久保1－23－7）

②54-8990

④西久保コミセンの大広間で月2回活動しています。

　地域の福祉活動を行っている子育て経験者（50代～70代中心）スタッフ

による、子育て家庭の“地域にやさしい居場所”“地域の交流の場所”の

様なひろばです。

　また今後は“地域の情報”“災害や緊急時の対応”など発信していきたい

と思っています。

　にぎやかで楽しいひろばです。遊びにいらしてください。

　一緒に活動してくださる方も募集しています。お子さんと一緒の参加

OKです。

⑤毎月第1・第4月曜日 10：00～11：30

［とことこ保育室 みんなのとことこ］ ［おうちのとことこ］

①関前4-17-10 ①八幡町3-8-5

②27-7195 ②50-8505・090-5331-6311

③http://www.tokotoko.to/

④子どもと子育てを応援したい、と

保育士たちが立ち上げ、現在 「子

育てひろばのある小規模保育室・

みんなのとことこ」と、「認可外保

育室・おうちのとことこ」の2園を

運営しています。

　みんなのとことこのおやこひろば

では、アットホームな雰囲気の中、

親子間の交流を大切に、季節の

行事のミニイベントや、ベビーマ

ッサージ等の講座も開催。

　また、0～2歳児の小規模保育（定

員17名）やおうちのとことこ（定

員5名）のこどもたちと一緒に交

流したり、体験保育に参加出来る日も。ひろばスペースでは一時預かり

保育も行い周辺地域とつながりながら、親子の気持ちに寄り添う温もり

のある小さな施設です。 

　妊婦さんから地域の方まで、どうぞお気軽にお越し下さい。 

⑤おやこひろば  ： 月～水 9：30～15：00 各種講座あり

　一時預かり事業  ： 月～金 7：00～20：00／土日祝 8：00～18：30

　月極め保育  ： 週5日 月～金 9：00～17：00（おうちのとことこのみ）

 一時預かりとの連携保育あり 

①武蔵野市吉祥寺本町3-27-13

②38-8260

③https://machihoiku.jp

④「まちぐるみの保育」を理念として、子どもを真ん中にした地域コミュニテ

ィの創造を行なっている認可保育園です。園内のコミュニティスペース

では、地域の親子を対象に、わらべうた・手遊び、離乳食の試食会、健康管

理の講座等を行う子育てひろばを定期的に開催しています。詳しくはホ

ームページをご覧ください！

⑤まちのこどもと、おとなのひろば（子育てひろば）

　全4回連続講座 隔週水曜日 10：00～11：00（詳細はHPで）

①西久保2-3-12（古民家づくりの一軒家）

②27-8062（FAX：27-8063）

③http://www.goo-goo-libe.jp/

④主に図書館司書で運営するNPO法人です。公共図書館の受託運営に始

まり、読みきかせや本の貸出、司書による絵本相談や受注販売、古書販売

なども行っています。

　子ども文庫には子どもの本の他、保護者の為の本（育児漫画、離乳食の

本など）も揃え、親子それぞれが自分の時間を楽しめるよう、スタッフが

積極的に子ども達にも関わっています。

　子どもの年齢制限はなく、多種多様な人との関わりの中で健やかな成長

ができる居場所づくりに取り組んでいます。

　※利用料無料 飲食持込可 授乳・おむつ替え・トイレのみ利用可

　本の貸出あり（要登録）

⑤毎週火曜日と日曜日 11：00～18：00 子どもと子連れの方

武蔵野なかまほいくの会
①市内コミセン等

②080-1225-0498（峯岸） 090-3234-2891（横岡）

④長く唄いつがれてきたわらべうたは、メロディーやリズムが親しみやすく、

子どもにもおとなにもとても心地よいものです。すぐに・どこでも・いつ

でもあそべます。お子さんと一緒にわらべうたであそんでゆったりして

みませんか。きっとお気に入りのわらべうたが見つかります。

⑤定期的な親子わらべうたあそびの会の日時と会場

 ・ 毎月第2・4月曜日 10：30～11：30（境南コミセン）

 ・ 毎月第2火曜日 10：30～11：15（みずきっこ）

 ・ 毎月第3水曜日 14：00～14：45（みずきっこ）

 ・ 毎月第3火曜日 10：00～11：00（西部コミセン）

 ・ 毎月1回 11：00～11：30（境こども園 いこっと）

 ・ 毎月1回 15：30～16：30（境南コミセン）

西エリア

①八幡町コミュニティセンター 1階和室（土曜）・2階イベントルーム（八幡町3－3－16）

②54－0169

　e-mail ： yahata_c@bz04.plala.or.jp

③http://hachikomi.sakura.ne.jp

④「子育て中のママやパパを応援したい」と、コミセン、地域有志、子育て中のママ、NPO法人子育て応援ス

ペース“とことこ”のスタッフなど、様々な世代や立場の方が関わっています。「第3水曜日の平日だと参

加できないパパやママも応援したいね…」ということで第1土曜日にも開催しています。親子で楽しめる

ふれあい遊び、紙芝居や工作などの他に、ティータイムが好評。ほ～んわかとした親子ひろばにぜひ遊び

に来てください。

⑤毎月第1土曜日・第3水曜日 10：00～11：30

中央エリア

34

はちコミほんわか隊7

わらべうたの会 げっくりかっくり37

境おやこひろば32 西久保コミセン ひろばピノキオ6

ぐーぐー子ども文庫
（NPO法人ぐーぐーらいぶ）

12

NPO法人
子育て応援スペースとことこ

29 39

まちの保育園 吉祥寺35

①開催場所（所在地） ④紹介

②連絡先 ⑤定期活動

③ホームページ

団体名
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