
12 ぐーぐー子ども文庫 

①ぐーぐーさん家（ぐーぐーらいぶ事務局）（西久保 2-3-12） 

②毎週火・日曜 11:00～18:00  

③NPO法人ぐーぐーらいぶ（TEL 27-8062） 

 

「本と共にある生活を」との思いから、週２日、古民家づくり
の事務所を開放しています。絵本や育児本、雑誌など蔵書
は約3,000冊！子どもとゴロゴロしながら読書したり、おしゃ

べりしたり、あそんだり…。過ごし方に決まりはありません。の
んびりとした居心地に、時間を忘れてしまいそう。飲食ＯＫ
なので、お弁当持参でじっくりあそびに行ってみては。 

9 ひろばひよこ 
①吉祥寺西コミセン(吉祥寺本町 3-20-17) 

②毎月第2(祝日の場合は第3）月曜10:00～12:00 

③吉西福祉の会 
 
福祉の会のスタッフたちが「地域の子育て中の親子のため
に」と、「ひろばひよこ」を立ち上げ、今年で 11 年。スタッフ
は当時からほとんど変わらず、いつも同じ顔ぶれで迎え入

れてくれるので安心です。手あそびや季節のイベント、ほっ
とひと息できるお茶のおもてなしが嬉しい。  

 

 

5 collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 

（八幡町コミセン） 
①八幡町コミセン（八幡町 3-3-16） 

②毎月第１土・第３水曜 10:00～11:30 

③はちコミほんわか隊 

 

「子育て中の家庭を応援したい」と、コミセン運営委員の

有志、子育て中のママたち、NPO 法人子育て応援スペ
ースとことこスタッフと、さまざまな世代や立場の方が携わっ
ています。紙芝居やふれあいあそびなど親子で楽しめる時

間のほか、年数回企画される「ティータイム」が好評。 

 

8 親子ニコニコ広場 
①中央コミセン（中町 3-5-17） 

②毎月第３金曜 10:00～12:00 

③中央福祉の会 
 
会場は 40 畳以上もある広い和室で、のびのび遊べるよ
う、すべり台などの大きな遊具も用意されています。大型

絵本の読み聞かせや手あそびの時間に加え、大人同士
もおしゃべりが楽しめるよう、交流の場づくりに工夫も。スタ
ッフみんなで、おじいちゃん・おばあちゃんの気持ちで見守り

ます。 

 

3 collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 

（吉祥寺北コミセン） 
①吉祥寺北コミセン（吉祥寺北町 1-22-10） 

②毎月第２土・第４金曜 10:00～11:30 

③サニーママ武蔵野 

 

「子育てしながら地域とつながる」を理念に、地域活動す
るサニーママ武蔵野。そのつながりを活かし、地域のさまざ
まな団体や個人の協力を得ながら、子育てひろばを開催

しています。本格的な音楽のミニコンサートや手形スタン
プ、季節の工作スペースなどをもうける日も。 

 

 

1 collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 

（本宿コミセン） 
①本宿コミセン（吉祥寺東町 3-25‐２） 

②毎月第１・３月曜 10:00～11:30 

③さんりんしゃの会 

 
子育て支援に関わる地域の方たちが中心になって、平成
29 年１月からスタート。「これまでたくさんの親子からもら

った笑顔を原動力に、みんなが地域の子育ての仲間とし
て、一緒に楽しさ・喜びを分かち合いながらひろばを作って
いきたい」と精力的です。 

 

2 collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 

（吉祥寺南町コミセン） 
①吉祥寺南町コミセン（吉祥寺南町 3-13-1） 

②毎月第１・３金曜 10:00～11:30 

③吉祥寺南町コミュニティ協議会 

 
コミセンで子育てひろばをスタートさせて今年で 17年。かつ
て子育てひろばに子どもを連れて遊びに来ていたママからス

タッフになる方もいて、地元の口コミ情報も豊富。毎月、季
節の工作をする回と、ぐーぐーらいぶのおはなし会＆本の貸
出の回があります。定期的なひろばの他にイベントも。 

 

  

4 collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 

（西部コミセン） 
①西部コミセン（境 5-6-20） 

②毎月第２・４火曜 10:30～12:30 

③境おやこひろば 

 

武蔵境エリアで「こんな場所があったらいいな」と思うママた
ちで活動を始めた境おやこひろば。子育てひろばでは、紙
芝居や手遊び、助産師さんを招いた相談会、誕生日会

を行うほか、ひろば後半にはランチができるのも魅力(ラン
チは各自で持参)。ママ目線での地域情報集めも得意。 

11 ０・１・２歳親子ひろばさくらんぼ 

①千川さくらんぼクラブ（八幡町2-5-3武蔵野中央公園北ホール） 

②毎月第２火曜 10:00～12:00 ※8月除く 

③社会福祉法人武蔵野千川福祉会（TEL 30-0022） 

 

放課後等デイサービス「千川さくらんぼクラブ」が昨年７月
から親子ひろばをスタート。広い会場で、のびのび手あそ
びや歌あそび、身体あそびが楽しめます。子どもたちが遊

んでいるそばで、手づくりおもちゃやセルフマッサージを教え
てくれる時間も。子育てで忙しい毎日に、ひと時リフレッシ
ュできそうですね。 

 

 

10 とことこおやこひろば 
①とことこ「みんなのへや」（関前 3-41-14） 

②毎週水・金曜 9:30～15:00※祝日除く 

③NPO 法人子育て応援スペースとことこ (TEL 50-8505) 

 

小さなスペースならではのアットホームな雰囲気で、自然と
そこにいるみんなと会話も弾みます。とことこ保育室との交
流や読み聞かせなどのイベントタイムに加え、ベビーマッサ

ージやあかちゃん抱っこ、ママの手づくりなどの講座企画も
時々行われます。 
※一時預かり事業も行っています（別欄に掲載） 

 

 

7 collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 

（中町集会所） 
①中町集会所（中町 1-28-5） 

②毎月第２金 ・第４月曜 10:00～11:30 

③NPO法人いずみの会 

 

昨年 10月にはじまったばかりの「collabono (こらぼの）
コミセン親子ひろば」。近隣の子育て支援施設「すくすく
泉」のスタッフが地域に出向きます。これまでの経験とつな
がりを活かした子育てひろばの今後の展開が楽しみです。 

 

 

6 collabono
こ ら ぼ の

コミセン親子ひろば 

（西久保コミセン） 
①西久保コミセン（西久保 1-23-7） 

②毎月第１・４月曜 10:00～11:30 

③西久保コミセンひろばピノキオ 

 

コミセン近隣に住む方たちでグループ「西久保コミセンひろ

ばピノキオ」を立ち上げ、昨年10月に始めたばかり。開催
も月１回から２回に増え、コミセンの協力のもと、ますま
すパワーアップした子育てひろばにあそびに来てください。 

 

 

「子育てひろば」は、乳幼児の家庭が地域にアクセスできる 

もっとも身近な場所のひとつです。 

「引っ越してきたばかり。武蔵野市のことをもっと知りたい」 

「近所に知り合いがほしいな」 

「子どもを安心して遊ばせる場所はないかな」 

「こんな時、みんなはどうしているの？」 

「誰かとおしゃべりしたい！」 

などなど、子育てひろばに来る理由は人それぞれ。 

さあ、あなたも新しい「なにか」と出会うために 

子育てひろばに出かけてみませんか。 

はじめてでも、ひとりでも大丈夫。 

子育てひろばのスタッフがあたたかく迎えてくれますよ。 

 

 

定期的(週2回～月1回)に開催される 

子育てひろば 

自 
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自 自 

①開催場所 ②開催日時 ③主催団体     ：自施設で開催   ：会場を借りて開催  ※日程や内容など変更する場合があります。事前に確認のうえご利用ください。 貸
す 
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境 

● 
成蹊大学 

● 
亜細亜大学 

 

八幡町 

吉祥寺本町 

関前 

吉祥寺北町 

中町 

境南町 
吉祥寺南町 

西久保 

●浄水場 

吉祥寺東町 

桜堤 
●中央図書館 

御殿山 

武蔵野中央公園 
● 

 

●武蔵野プレイス 

●武蔵野赤十字病院 

● 
井の頭公園 

 

 

●小金井公園 

 

緑町 
●総合体育館 

1 

 

貸
す 



13 ０１２３吉祥寺 

①火曜日～土曜日 9:00～16:00（こどもの日を除く祝日と年末年始は休館）  

②吉祥寺東町 2-29-12 

③0422-20-3210 

④武蔵野市在住の０～３歳の子ども(4歳になる年度の 3月まで)とその保護者 

⑤わいわいタイム・年齢別ひろば・トーク＆トーク・子育て講座、講演会・リサイクル・子育

て相談 など 

⑥プレイホール・プレイルーム・談話室・保育室・学習室・図書コーナー・庭 など 

 
庭付き 2 階建ての０１２３。子どもたちがのびのびとあそべるのはもちろんのこと、子育てに関する講演会などの学びの場や、「子どもの年齢」や「父親」といったテーマ別のひろば等の大人同士の交流の機会もあります。充実した

地域の子育て情報コーナーに加え、コーヒー（有料）・お茶などが飲めるドリンクコーナーや雑誌などもあり、大人も楽しめる施設です。食事のできる部屋があるので、お弁当を持っていくのもおススメ。子育て相談は、スタッフがい
つでも気軽に応じる「ひろば相談」の他、個別（託児付）も受けているので、スタッフにゆっくり相談してみては。 

０１２３はらっぱ 14 

①日曜日～木曜日 9:00～16:00 （こどもの日を除く祝日と年末年始は休館） 

②八幡町 1-3-24 

③0422-56-3210 

④武蔵野市在住の０～３歳の子ども(4歳になる年度の 3月まで)とその保護者 

⑤わいわいタイム・年齢別ひろば・子育て談話室・子育て講座、講演会・リサイクル・子育て

相談など 

⑥プレイホール・プレイルーム・多目的室・談話室・保育室・図書コーナー・庭 など 

  

①（ひろば）    火曜日～土曜日 10:00～16:00 

  （一時預かり） 月曜日～土曜日 ７:00～22:00  宿泊 22:00～７:00 

②吉祥寺本町 3-27-17 

③0422-77-0213 

④武蔵野市在住の親子 

⑤おはなしひろば・計測・ベビーマッサージ・子育て講座 など 

 
NPO 法人いずみの会が運営するすくすく泉のスタッフは、ほとんどが地域のママたち。フレンドリーな雰囲気
と木のぬくもりで「ほっとする」と評判です。いずみのひろばでは一時預かり事業も実施。いつものあそび場で
子どもを預かってもらえるので安心ですね。デッキから出られる「すくすく泉公園」は、砂場あそびや散策など

自然を満喫するのに十分な広さ。 

17 いずみのひろば（すくすく泉） 

15 おもちゃのぐるりん 

①火曜日～土曜日 10:00～16:00 （祝日と年末年始は休館） 

②緑町２-６-８ 武蔵野緑町２丁目第３アパート１階みどりのこども館内 

③0422-37-2016 

④武蔵野市在住の未就学児とその保護者 

⑤手作りおもちゃの会・おもちゃ病院の日・おもちゃの貸出・おもちゃのワークショップ・ハビ

ット×ぐるりん・出張ぐるりん・子育て相談 など 

 
音や色、感触や形…ぐるりんには、感性をくすぐるバラエティに富んだおもちゃがいっぱい。お庭で野菜を収
穫したり、季節のいい時期にはデッキでランチしたり。緑豊かな環境に囲まれて、まるで「おうち」にいるかの
ように、のんびりゆったり過ごせます。子育ての悩みがあれば、スタッフに相談してみよう。ぐるりんの情報は

twitter でチェック。 

16 境こども園いこっと 

①月曜日～土曜日 9:00～16:00 

（祝日と年末年始は休館・境こども園の行事による臨時休館あり）  

②境 4-11-6 境こども園内 

③0422-53-2312 

④武蔵野市在住の未就学児とその保護者 

⑤年齢別親子講座・３歳児対象りんご組(登録制)・おはなし会・離乳食講座など 

 
境こども園内には、在園児でなくても地域の親子が自由にあそびに行ける子育て支援ルーム「いこっと」が

あります。スタッフが常にいるので安心。園の季節行事に参加したり、園庭であそぶこともできます。集団保
育の様子を垣間見ることができるのも、こども園ならでは。「あそびに“いこっと”」と気軽にでかけてみてはい
かが。 

18 桜堤児童館 

①月曜日～土曜日 9:30～17:30（10月～3月は 17:00 まで） 

（こどもの日を除く祝日と年末年始は休館）  

②桜堤 2-1-29 

③0422-53-2206 

④乳幼児(保護者同伴)、小学生、中学生、子育てに関心のある大人 

⑤年齢別ひろば・おはなし玉手箱・２歳児対象さくらんぼぐみ(登録制)・トランポリンの日・

 

⑥ホール・工作室・遊戯室・図書室・育成室・庭など 

 
お子さんが活発になってきたら、小中学生まで遊べる広い児童館がおススメ。庭であそんだり、ホールで三
輪車やカートに乗ったり。週１回のトランポリンの日もあり、のびのびあそべます。２階には、おままごとや絵
本、おもちゃなどで遊ぶ部屋も。12時～13時は図書室でお弁当も食べられます。 

 

コミセン 
親子ひろば 

市内 12 か所で開催されている「コミセン親子ひろば」。そのうち下

記 5か所の「コミセン親子ひろば」は、0123吉祥寺と 0123はら

っぱのスタッフが、子育てひろばボランティアの協力を得て、月１回

開催しています。コミセン親子ひろばには特別なプログラムはなく、

自由に過ごせるのが最大の魅力。おもちゃもあるので子どもを遊ば

せたり、おしゃべりしてリフレッシュしたり、子育てを学び合いながら

過ごしたり・・・。ひろば終盤は、手あそび・大型絵本の時間や、地

域の子育て情報をお知らせする時間も。 

①開催日（原則） 

②所在地 

③開催する部屋 

 

保育園は在園児家庭だけでなく、おうちで子育てしている方も

応援しています。保育園に下記の行事があるときにはあそびに

行ってみよう！ 
 

●ひろば事業 

あかちゃんのひろば（0歳～１歳 3 ヵ月児） 

プレママのひろば（妊娠５ヵ月以上の健康な方） 

●子育て講座 

離乳食 救急法など 

●行事参加 

誕生会 観劇 芋ほり 七夕など季節の園行事 

●園庭開放 

●一緒に遊ぼう 

保育園児との交流 

保育園 
あかちゃん
のひろば 

etc… 

※内容は各園で異なります。「市報むさしの」などでご確認ください。 

いつでもあそびに行ける！ 

常設の子育てひろば 

①開館日時 ②所在地 ③電話番号 ④利用対象 ⑤主な事業内容 ⑥施設の主な部屋 ※内容など変更する場合があります。事前に確認のうえご利用ください。 

ふたご・みつご 
のつどい 

多胎育児をしている家族のためのひろば。プレファミリーや先輩

ママパパも大歓迎。「みんなはどうしているの？」多胎育児なら

ではの疑問や悩みも、ここでヒントがもらえるかも。 
 

■日  時：毎月１回 10:00～11:30 

※市報むさしの等に掲載。予約不要 

■会  場：武蔵野市役所会議室 

■問合せ先：0123吉祥寺 0422-20-3210 

0123  0422-56-3210 

子育てひろば            なカタチ① イ 
ロ 
イ 
ロ 

子育てひろば            なカタチ② イ 
ロ 
イ 
ロ 

子育てひろば          なカタチ③ イ ロ イ ロ 

吉祥寺西コミセン         けやきコミセン     

 

緑町コミセン             関前コミセン           境南コミセン 

 

 

 

 

 

 

①第１水曜日 

②境南町 3-22-9 

③１階児童室 

①第１木曜日 

②吉祥寺北町 5-6-19 

③１階子どもルーム 

 

 

 

①第４水曜日 

②関前 2-26-10 

③２階和室 

23 

20 

22 

19 吉 

①第４火曜日 

②吉祥寺本町 3-20-17 

③地下１階プレイルーム 

 

 

 

①第４木曜日  

②緑町 3-1-17 

③２階和室 

21 

吉 

■時  間：10:00～11:30 

■対  象：０歳～未就学児の親子 
 

   0123吉祥寺 0422-20-3210 

■問合先：   0123  0422-56-3210 

吉 



絵本・わらべうた 子育ての仲間づくりを応援 

そとあそび 

24 サニーママ武蔵野 

http://ameblo.jp/sunnymama-musashino/ 
 
①collabono(こらぼの)コミセン親子ひろば（別欄に掲載） 
②すくすく泉でのベビーマッサージ  第 4月曜日 10:15～11:15 

③ママ茶会（表千家茶道）  毎月１回不定期 10:30～12:00 
④みらいひろば  武蔵野商工会館・武蔵野プレイスにて月に各 1回不定期 10:00～12:00 
⑤みたかのたからばこ  三鷹駅前スペース「あい」にて毎月第 4水曜日 10:00～12:00 

⑥イベント：ミュージカルや映画上映会、コンサートなど 
⑦地域のおまつりへの参加 
⑧ブログやフェイスブック、メールマガジンによる地域子育て情報の発信 

 
 

25 境おやこひろば 
http://ameblo.jp/oyakohiroba-sakai/ 
infosakaioyako@gmail.com 

 
①collabono(こらぼの)コミセン親子ひろば（別欄に掲載） 

②親子の表現遊び（コミセン・市民会館など） 
 「こどものおと」：毎月第１・３火曜日、10:00～11:00 つかまり立ち～2歳代ごろ 
「さんさんクラブ」：月曜日月２～３回、10:00～11:30 主に 3歳代ごろ 

③その他イベント：ちびっこ運動会、ベビーマッサージ、助産師による相談会、保育園・幼稚園座談会など 
④ブログやメールによる地域情報の発信 
 

 

26 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） 
https://www.facebook.com/momoproject.net/ 

 
①地域のお店の協力を得て、先輩ママが運営する「Babycafeねえねえ」 
②むさしの親子ハロウィン 
③赤ちゃんとママのミュージックサークル 

④ミュージックサークル（すまいるママ） 
⑤母乳育児講座 
 

 

27 HBB（Happy and Boon Buddy） 
https://musashino.localinfo.jp/  

 
「幸せで愉快ななかまたち」を意味する HBB。その名の通り、「ライフステージのどの段階でも、誰もが幸せで
愉快に暮らしていきたい！」と、地域のつながりの中でみんなが元気になる活動を進めています。「まちぐるみ
子育て応援事業」として、まちの達人をゲストスピーカーに招いて市内レストランや公共施設にて、乳幼児親

子のための「musashino まちカフェ～ローズカフェ～」（月 1回）を開催。 
 
 

28 武蔵野なかまほいくの会 

TEL: 048-482-5732（NPO法人新座子育てネットワーク） 
https://sites.google.com/a/ccn01.mygbiz.com/nakamahoiku/ 

 

「なかまほいく」は、親子一緒の時間、子ども同士の時間、親同士の時間、すべて楽しむことができる、預け
合いをプラスしたサークル活動です。「なかまほいく」で出会ったなかまがもっと武蔵野市内に「なかまほいく」を
広げたいと発足し、「なかまほいく」の運営や広報活動、同窓会の運営などの活動を行っています。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

29 NPO法人プレーパークむさしの 
TEL: 0422-26-9317 
http://p-musashino.org/ 
所在地：境 3‐20 

 

プレーパークは、子どもの“やりたい！”気持ちを尊重し、思い思いに自由に過ごすことができるあそび場です。
子どものあそびを見守り、応援するスタッフがいます。泥あそび、水あそび、日向ぼっこに名もなきあそび…思い
つくままあそぶ子どもをおおらかに見守りながら大人もホッと一息。平日午前は親子でゆったりと過ごすことがで

きますよ。お弁当も食べられます。親子とも汚れてもよい服・靴だと安心してあそべます。  
・境冒険遊び場公園（ののプレ） 開催日時：水曜日～日曜日 10：00～17：00 
・大野田公園（でんプレ）開催日時：月４回程度 11：00～17：00  

託児・一時預かり 

 

 

12 NPO法人ぐーぐーらいぶ 
所在地：西久保 2-3-12 
TEL: 0422-27-8062 
http://www.goo-goo-libe.jp/ 

 
図書館司書が中心で運営しているNPO法人。乳幼児親子のためのおはなし会（絵本の読みきかせ、手あ

そび・わらべうた）と司書が選書する本の貸出し（絵本、育児本、雑誌など）をしています。本選びする余
裕もない子育て期に、数多く出版されている本の中から、司書が選んでくれるのはありがたいですね。昨年９
月から「ぐーぐー子ども文庫」も始めました（別欄に掲載）。 

 
【定期的なおはなし会の日時と会場】 
・毎月第 3 と最終金曜日 11:00～12:00（吉祥寺南町コミセン） 

※うち 1回はコミセン親子ひろばにて 
・毎月第 1土曜日または日曜日 11:00～12:00（本宿コミセン） 
・毎月開催（mu-chu.com） 

 
 

30 わらべうたの会げっくりかっくり 
TEL: 080-1225-0498（峯岸） 090-3234-2891（横岡） 

 
日本古来、親しまれてきたわらべうたは、リズムがシンプルで、子どもにもおとなにも、とても心地よいもの。わら
べうたの会げっくりかっくりの活動は長く、市内で複数の場所で活動をしています。お子さんと一緒にわらべうた

に触れて、ゆったりしてみませんか。 
 
【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 3火曜日 10:00～11:00  （西部コミセン） 
・毎月 2回 10:00～11:15  （市内コミュニティセンターなど） 

・毎月 1回 15:30～16:30  （境南コミセン）※主な対象：３歳以上の子と親 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

31 NPO法人保育サービスひまわりママ 
所在地：境南町 2-10-24 
TEL: 0422-32-3322 
http://www.himawarimama.org/ 

 

一時保育を会員制で行っています。自宅に保育者が来てくれるので、お子さんにとっても安心ですね。保育
園や幼稚園の送迎、お出かけの同行、産褥期の赤ちゃんのお世話など人手が必要な時、グループ活動する
時の集団保育が必要な時など、いろいろな利用の仕方ができます。 

※対象年齢：０歳～小学６年生 
 
 

32 NPO法人子育て応援スペースとことこ 
所在地：八幡町 3-8-5 
TEL: 0422‐50‐8505 
http://www.tokotoko.to/ 

 
1 時間からお子さんを預けられるので、ちょっとしたお出かけに嬉しいですね。月極保育とあわせて定員６名の
少人数制で、早朝や夜間、週末も対応してくれます。利用前にあらかじめ入会手続きを。 

※対象年齢：０歳～小学６年生 
※利用時間：7:00～20:00（第３土曜日と年末年始はお休み） 
 

※その他、「すくすく泉」や一部の保育園でも一時預かりを実施しています。 

※日程や内容など変更する場合があります。事前に確認のうえご利用ください。 

子育て家庭の頼れる存在 

子育てを応援する団体・グループ 

 

35 武蔵野市助産師会 
http://www.musashino-jyosanshi.com/ 

 

助産師を中心に、保健師、看護師が在籍し、母親学級や新生児訪
問、母乳相談など、妊婦さんや赤ちゃんとそのお母さんに関わって、子

育てのお手伝いをしています。また、さまざまなイベントでマタニティヨガ
やベビーマッサージも。年１回開催される「赤ちゃんフェスティバル」や
「マタニティフェスティバル」は、多くの赤ちゃん連れファミリーや妊婦さんで

にぎわいます。「こんにちは赤ちゃん訪問」や保健センターでの乳児健
診、両親学級など、武蔵野市の事業にも関わっているので、困ったと
きは相談してみよう。 

 

34 健康づくり支援センター 
所在地：吉祥寺北町 4‐8‐10 武蔵野市立保健センター1階 

TEL: 0422-51-0793 

http://www.musashino-health.or.jp/k-passport/index.html 
 

子育て中は子ども中心の生活で、自分自身の健康はつい後手になりがち。ですが、子どもが
すくすく育つには、ママやパパの心身の健康が欠かせません。そこで、健康づくり支援センターで
行われる、託児付または親子で参加できる健康講座をリフレッシュもかねて試してみてはいか

がでしょう。また、市内在住・在勤10名以上そろえば、健康づくり人材バンクから講師が派遣
される「健康づくり出前講座」も利用できます。80 以上あるプログラムの中から興味のある内
容を選んで、知り合いとグループを組んで企画してみるのもおもしろそう。 

 

33 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 

所在地：吉祥寺北町 1-9-1 
TEL: 0422-23-1170 
http://www.shakyou.or.jp/vcm/ 

 
子育てにかかわらずさまざまなボランティア活動をしている市民の
方が登録しています。「子育てのお手伝いをしたい！」「子育ての
お手伝いをしてもらいたい！」と思ったら、相談してみてはいかが。 

子育て応援            なカタチ イ 
ロ 
イ 
ロ 



①③◎子育てに関する総合相談：0422-55-9002 0120-839-002 

■来所・訪問相談 月曜日～金曜日 8:30～17:00 

■電話相談 月曜日～土曜日 8:30～22:00 

◎ひとり親家庭相談：0422-60-1850 月曜日～金曜日 9:00～17:00 

②緑町 2-2-28武蔵野市役所 3階 

 
子育てに関する総合相談では、０歳から１８歳未満のお子さんやその家庭に関する悩みや心配ごと、児童

虐待などあらゆる相談をお受けしています。「子育ての大変さ、だれか聞いてよ」「近所の家から毎日泣き声が
…ちょっと心配」などの悩みや相談ごとがありましたら、まずはご連絡をください。ひとり親家庭支援相談では、
ひとり親家庭の自立を支援するための相談や各種支援サービスなどについてご案内しています。お気軽にご

利用ください。 

子ども家庭支援センター 

①③◎妊娠期の相談：0422-51-0703 

   ◎乳幼児期の相談：0422-51-0700 

   電話・面接・訪問 月曜日~金曜日 9:00～17:00 

   ※予約が必要な場合もあります。お問合せください。 

②吉祥寺北町 4-8-10 
 

健康課では、妊娠、出産、乳幼児の健康に関するさまざまな母子保健サービス（ゆりかごむさしの）を実施
しています。妊娠期には、母子健康手帳の交付、保健師や助産師による妊婦相談や「もうすぐパパママのた
めのこうのとり学級」など、出産後は、「こんにちは赤ちゃん訪問」、乳幼児健康診査、予防接種、離乳食講

座、個別相談などを実施しています。健康診査や個別相談は、保健師・管理栄養士・歯科衛生士・心理
士・助産師・医師・歯科医師等がお受けしています。お住まいの地区に担当保健師がおりますので、安心し
てご相談ください。 

健康課（保健センター） 

①月曜日～金曜日 9:00～17:00 

②緑町２-６-８ 武蔵野緑町２丁目第３アパート１階みどりのこども館内 

③0422-55-8510 

※要予約 

 
「ハイハイしない」「歩かない」「ことばが遅い」「落ち着きがない」など、お子さんの発達に関する不安や悩みに、
専門家（ソーシャルワーカー・心理士・保育士・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・医師）が個別相
談で応じます。また就学前のお子さんを対象にしたグループ支援（親子通園）も実施。考える力やコミュニ

ケーションの発達を促すようなさまざまなあそびを、親子で楽しさを共有しながら体験します。 

地域療育相談室ハビット 

①月曜日～金曜日 9:00～11:00 13：00～16:00  

②緑町 2-２-28 武蔵野市役所３階 

③0422-60-1854 

※不在の場合があるので、お電話でご確認のうえお越しください。 

 
市役所子ども育成課では、保育所で勤務してきた保育士などが、その専門性を活かして、施設の入所に関
する相談や市内保育サービスの情報発信を行っています。働き方やライフスタイルの選択肢が増えたことで、
保育の形態も多様化しました。各ご家庭のニーズに合わせて、認可保育所、地域型保育事業（家庭的保

育・小規模保育・事業所内保育）、認証保育所、また幼稚園、認定こども園、一時保育等に関する情報
も得られます。「保育コンシェルジュ便り」「ニュースレター」では最新情報も掲載されるので要チェック。 

保育コンシェルジュ（子ども育成課） 

 

①開所日時 ②所在地 ③電話番号  ※日程や内容など変更する場合があります。事前に確認のうえご利用ください。 ※祝日・年末年始はお休みです。 

 

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

子育て相談 

「平成 29年度版 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」 

発  行 ：武蔵野市子育てひろばネットワーク 

問合せ先：武蔵野市子ども政策課（TEL0422-60-1239） 

発行日：平成 29年４月１日 

武蔵野市では、平成 28 年 2 月に「子育てひろばネットワーク」を立ち上げました。このネ

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）はもちろ

んのこと、子育て支援拠点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。さ

まざまな立場から、それぞれの特長を生かして運営している子育てひろばですが、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。こ

の「子育てひろばおでかけ map」は、「子育てひろばネットワーク」に所属するすべての施

設・団体・機関の取組みについて掲載しました。今後もこの「子育てひろばネットワーク」

を広げることで、地域全体で子育て家庭を応援していきたいと考えています。 

子育てしやすい環境を、点から線へ、線から面になって考える 

武蔵野市子育てひろばネットワーク 

▲子育てひろばネットワーク会議の様子 


