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関前

八幡町

緑町

西久保

桜堤

境

中町

御殿山
吉祥寺本町

吉祥寺南町

吉祥寺東町

吉祥寺北町

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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Vol.7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

2019.11.1発行

子育てを応援する
団体・グループ

子育て相談

①info@somlic.com
②http://somlic.com
③2007年に活動を始め、12年に渡って武蔵野市で子育て支援を

行っているNPOです。児童福祉の専門職に携わってきた子育て
中のママたちが中心になって活動しています。

　怒鳴ったり、叩いたりしない子育ての仕方が学べるペアレント・ト
レーニングや、子育てリフレッシュヨガを行っています。来年度か
ら、より広くペアトレを広めるために、子育て関係者への研修を始
める予定です。

「子育てひろば」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、子育てのことを誰かに聞いて欲しいという方、またプレ
ママ、プレパパの利用もお待ちしています。

「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。

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：（公財）武蔵野市子ども協会0123吉祥寺/0123はらっぱ　●発行日：令和元（2019）年11月1日

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.7

①連絡先
②ホームページのURL
③紹介

●団体名新しく仲間に加わった
子育てひろばをご紹介します！

New!

「子育てひろば」
とは？

●…定期的（週2回～隔月）に開催される子育てひろば
●…いつでも遊びにいける! 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

44

武蔵野市助産師会（※）
健康課（保健センター）
子ども家庭支援センター
地域療育相談室ハビット
保育コンシェルジュ（子ども育成課）
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サニーママ武蔵野（※）
境おやこひろば（※）
HBB(Happy and Boon Buddy)(※)
武蔵野なかまほいくの会
まちの保育園 吉祥寺
NPO法人ぐーぐーらいぶ
NPO法人プレーパークむさしの
わらべうたの会げっくりかっくり（※）
NPO法人保育サービス ひまわりママ
NPO法人子育て応援スペースとことこ
武蔵野市子育てマップ むーふぁみマップ（※）
NPO法人SomLic（※）
吉祥寺おもちゃ図書館mini
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
健康づくり支援センター

（公財）武蔵野市子ども協会
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子育てひろば
定期的（週2回～隔月）に開催される

常設の子育てひろば
いつでも遊びにいける! 週5日以上開館している

Collabono（こらぼの）コミセン親子ひろば

※各団体の詳しい情報は右
の二次元バーコードから
武蔵野市のHPにアクセス
してご覧ください。

※バックナンバー
は市のホームペ
ージに掲載して
います。

番号の施設名は
最終ページ参照

NPO法人 SomLic
ソ ム リ ッ ク

0123吉祥寺
火～土曜日 9:00～16:00
0123はらっぱ
日～木曜日 9:00～16:00
おもちゃのぐるりん
火～土曜日 10:00～16:00
境こども園 いこっと
月～土曜日 9:00～16:00
いずみのひろば（すくすく泉）
火～土曜日 10:00～16:00
桜堤児童館
月～土曜日 9:30～17:30（4月～9月）/9:30～17:00（10～3月）
みずきっこ（北町高齢者センター2F）
月～金曜日 10:00～16:00
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）
月～水曜日 9:30～15:00　木・金曜日 11:00～16:00
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26

27

28
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31

32

本宿コミセン（さんりんしゃの会）
第1・3月曜日 10:00～11:30
吉祥寺南町コミセン（吉祥寺南町コミュニティ協議会）
第1・3金曜日 10:00～11:30
ゆとりえ（吉祥寺南町コミュニティ協議会の出張ひろば）
第2金曜日 10:30～12:00
吉祥寺北コミセン（サニーママ武蔵野）
第2土・第４金曜日 10:00～11:30
中町集会所（ＮＰＯ法人いずみの会）
第2金・第4月曜日 10:00～11:30
西久保コミセン（西久保コミセンひろばピノキオ）
第1・4月曜日 10:00～11:30
八幡町コミセン（はちコミほんわか隊）
第１土・第3水曜日 10:00～11:30
西部コミセン（境おやこひろば）
第2・4火曜日 10:30～12:30
武蔵境自動車教習所（境おやこひろばの出張ひろば）
奇数月第2日曜日 10:00～11:30
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ひろばひよこ（吉祥寺西コミセン）
第2月曜日 10:00～12:00
親子ニコニコ広場（中央コミセン）
第3金曜日 10:00～12:00
くまのこひろば（境南コミセン）
第2金曜日 10:00～11:30
0・1・2歳親子ひろば さくらんぼ（武蔵野中央公園北ホール）
第2火曜日 10:00～12:00（申込制）
ぐーぐー子ども文庫（西久保2-3-12 ぐーぐーさん家）
毎週火・日曜日 11:00～18:00
けやき こもれびひろば（けやきコミセン）
第1木曜日 コミセン親子ひろば終了後　12:00～ ランチ会
第3木曜日 10:00～11:30　12:00～ ランチ会
(注)コミセン工事のため1月まで休み。

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3水曜日

24

30

保育園・こども園開催の赤ちゃんひろばや園庭開放etc.

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。

コミセン親子ひろば（10:00～11:30）

吉祥寺東コミセン 第2金曜日 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 けやきコミセン 第1木曜日
緑町コミセン 第4木曜日 関前コミセン 第4水曜日
境南コミセン 第1・2水曜日 桜堤コミセン 第2水曜日

（注）コミセン休館のため　 は1月まで、　 は3月までお休み。　 第2水曜日は3月まで。
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※開催日時は変更になることがあります。詳しくは各団体のホームペー
ジ等でご確認ください。

※（※）の団体は活動場所が複数あるため地図上には記載していません。



もうすぐ会える赤ちゃんとの

お散歩コース&子育てひろばを

下見してみよう

お気に入りを見つける
コース

団体（事業）名・施設名　①開催日時　②所在地　③連絡先

子育てひろばには、赤ちゃんと一緒ではないと…と思っ

ていませんか？

ひろばには見学はもちろん、妊婦さんが参加できる講座

等を行っているところがたくさんあります。

赤ちゃんのいる暮らしのイメージ作りに、お散歩がてら

ぜひ、立ち寄ってみてください！

乳幼児向けに絵本の読み聞かせ、わらべうた、手遊びなどのおはな

し会を行ってます。

●吉祥寺南町コミセン（collabono（こらぼの）コミセン親子ひろば）

　毎月第３金曜日 11:00～11:30

　その後12:00までぐーぐー文庫（移動図書館）を開催。

　毎月最終金曜日 11:00～12:00

●mu-chu.com（武蔵野市中央地区商店連合会事務所）

　毎月2回水曜日 11:00～12:00/14:00～15:00

●桜堤児童館 ～おはなしぱんだがやってくる～

　毎月第１水曜日 11:30～12:00

NPO法人ぐーぐーらいぶ38

高齢者と親子が童謡や手遊び、体操などを楽しんでいます。

●ゆとりえ

　毎月第2金曜日 10:30～12:00

吉祥寺南町コミュニティ協議会2

コミセン親子ひろば、collabono（こらぼの）コミセン親子ひろば、ふたご・みつ

ごのつどいに不定期ですが、ぐるりんのおもちゃを持って伺っています。

おもちゃのぐるりん27 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

すことができる遊び場です。親子共に汚れてもいい洋服・靴で！

●大野田公園プレーパーク（でんプレ）

　11:00～17:00 月4回程度

●松籟（しょうらい）公園プレーパーク（しょうプレ）

　11:00～17:00 月4回程度

NPO法人プレーパークむさしの39

仕事で平日はひろばに行けない！という方にも。パパも行きやすいですよ。

●武蔵境自動車教習所

　奇数月第2日曜日 10:00～11:30

境おやこひろば34

①月～土曜日（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）

　9:00～16:00

②境4-11-6

③53-2312

境こども園 いこっと28

①火～土曜日（子どもの日を除く祝日と年末年始は休館）

　9:00～16:00

②吉祥寺東町2-29-12

③20-3210

0123吉祥寺25

いずみのひろば（すくすく泉）29

とことこおやこひろば
（みんなのとことこ）

32

①日～木曜日（子どもの日を除く祝日と年末年始は休

館） 9:00～16:00

②八幡町1-3-24

③56-3210

0123はらっぱ26

①火～土曜日（祝日と年末年始は休館） 10:00～16:00

②緑町2-6-8 武蔵野緑町二丁目第3アパート8号棟1階

　みどりのこども館内

③37-2016

おもちゃのぐるりん27

①【ひろば】 月～水曜日 9:30～15:00

 木・金曜日 11:00～16:00

　（祝日、年末年始は休館。その他臨時休あり。）

　【一時預かり】 月～日　時間帯はお問合せください。

　（第3土曜日、年末年始は休館。その他臨時休あり。）

②関前4-17-10　③27-7195

①【ひろば】 火～土曜日 10:00～16:00

　【一時預かり】 月～土曜日 7:00～22:00

　【宿泊】 22:00～7:00

　（いずれも祝日、年末年始は休館。その他夏期休、臨時休あり）

②吉祥寺本町3-27-17

③77-0213

みずきっこ31

①月～金曜日（祝日と年末年始は休館） 10:00～16:00

②吉祥寺北町4-1-16 北町高齢者センター2F

③38-5150

出張

親子ひろば

※詳細は、市報、HPで

　ご確認ください。

わらべうたの会
げっくりかっくり

40

お届けします! 楽しいことあれこれ…  ちょっと遠いかな? そう思っていたひろば。市内のいろいろな場所で活動しています。

西公園や、ちょっと足を延ばせば、井の頭自然

文化園でたくさんの動物たちに会えますよ。

中道通りや大正通りで素敵な赤ちゃんグッズ

が見つかるかな？

「いろいろなひろばがあるね。」

こうのとり学級（健康課主催）でのフリートークの様子。

冬
駅前のイルミネーションを

眺めながらのお店めぐり。

吉祥寺駅付近にはカフェや

小物雑貨のお店がたくさん。

秋
大学周辺の散歩道。武蔵野市指定天

然記念物の樹齢80年を超えるケヤキ

が100本以上並びます。これらが色づ

く秋、落ち葉で埋まる遊歩道をお散歩。

赤ちゃんが生まれる前から関わりの深い保

健センター周辺には親子で楽しめる公共

施設がたくさん。

図書館では絵本のコーナーや読み聞かせ

の会もあります。

消防署では間近に見る消防車や

救急車にくぎ付けになるかも…

赤ちゃんが生まれてからのお散

歩コースに加えてみては?

親

子
ひろ
ばを訪ね

る
のんびり街歩き

コース

4

春
武蔵境エリアには桜スポット

の遊歩道がたくさん。馬が見

られる大学の馬場もあるよ。

親

子
ひろ
ばを訪ね

る

緑いっぱい
コース

1

大きな中央公園の木陰のベンチで一休み。

帰りはグリーンパーク商店街でお買い物。

夏
関前公園のじゃぶじゃぶ池

では、水遊びを楽しむ子ど

もたちがいっぱい。

親

子
ひろ
ばを訪ね

る

公園をめぐる
コース

2

親

子
ひろ
ばを訪ね

る

お気に入りを見つける
コース

3

①月～土曜日（子どもの日を除く祝日と年末年

始は休館）

　9:30～17:30（10月～3月は17:00）

②桜堤2-1-29

③53-2206

桜堤児童館30
武蔵野プレイス前の芝

生の広場では小さな子

どもたちが遊ぶ姿も。

実施施設・開催日は市報・市HPでご確認ください。

小金井公園では、一年を通し

て季節の移ろいを楽しむこ

とができます。

（公財）東京都公園協会

プレママさん応援特集

0歳から大人まで、わらべうたで遊びます。

市内で長い歴史をもつわらべうたの会です。

●境南コミセン

　毎月第２・４月曜日 10:30～11:15くらい

●西部コミセン

　毎月第３火曜日 10:00～11:00くらい

●みずきっこ

　毎月第2木・第3月曜日 10:30～11:15くらい

※他にも活動日あり

※開催日以外は通常の

公園として開放して

います。
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