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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.8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

2020.4.1発行

子育てを応援する
団体・グループ

子育て相談

「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2（2020）年4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.8

●…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

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
武蔵野市立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
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
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。

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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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）（5月まで）
武蔵野プレイス（6月から）
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3月曜日 10:00～11:30　12:00～ ランチ会

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
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32

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
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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。

※番号の施設名は最終ページを
　ご参照ください。

今まで民間や市町村が独自で行ってきた子育てひろばに、

平成27（2015）年、「子ども・子育て新制度」の制定の中で、

初めて国の予算が充てられるようになりました。

「週3日以上（1日5時間以上）開催し、①子育て親子の交流

の場の提供と交流の促進、②子育て等に関する相談、援助

の実施、③地域の子育て関連情報の提供、④子育て及び子

育て支援に関する講習等の実施（月1回以上）を行うこと」

等と定められていて、武蔵野市では市が独自で行っていた、

0123吉祥寺・0123はらっぱ・桜堤児童館・おもちゃのぐる

りん・すくすく泉・境こども園いこっとがまず武蔵野市の地

域子育て支援拠点となり、その後、みずきっこ・とことこおや

こひろばも加わりました。今後も「歩いて行ける距離に拠点

を作ろう」と数を増やしていく計画です。

さらに、0123吉祥寺・0123はらっぱには、子育て家庭の

ニーズを把握し、情報提供や相談を行う「利用者支援専門

員」がいます。2019年からは、地域子育て支援拠点の代表

者が集まって拠点間の報告や相談、学びを考えていくため

の「拠点会議」も始まっています。

1 地域子育て支援拠点

武蔵野市の子育てひろばは…

市内全コミュニティーセンターで開催。市役所の職員が月1回出掛けて、

親子が集える会を企画したことからのスタート。その後、その地域の団体

が中心となって月2回活動するcollabonoコミセン親子ひろばも増え、賑

やかに開催されています。

2 コミセン親子ひろば

3 保育園・こども園開催の
あかちゃんのひろばや園庭開放など

子育てを応援する民間の団体や地域の方たちによる魅力あふれたひろば

です。詳しくは各団体のホームページ等でご確認ください。

①地域子育て支援拠点事業実施施設（常設）、②コミセン親子ひろば（コミセン）、

③保育園のあかちゃんのひろば、④その他のひろば、があります。

4 その他のひろば

保育園・こども園は、在園児だけでなく、武蔵野市の皆さんの子育てを応

援しています。気軽に集えるひろばの他、離乳食、赤ちゃんの発達なども相

談できます。プレママや未就学児が参加できる行事もたくさん企画してい

るので、詳しくは「市報むさしの」や「すくすくナビ」などでご確認ください。

武蔵
野市

の

子育
てひろ

ば

こ　ら　ぼ　の

ふたご・みつごのつどい
市役所と児童館で開催される多胎児育児をされているご家族のための

つどいです。多胎育児のならではの悩みや工夫を是非共有しましょう。

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
武蔵野プレイス 第1金曜日

（境南コミセン工事期間中のみ）



学び・楽しむ
④講習等の実施

出逢いとつながり
①子ども同士・保護者同士の

相互の交流の場

ちょっとした悩みもどうぞ
②子育てについての相談

行政のしくみや
地域の情報あれこれ

③情報の提供

おとな
と

おとな

こども
と

おとな

こども
と

こども

妊娠中からのおやこひろば

一時預かり
すくすく泉

とことこおやこひろば
のみ

「大人と話せる」だけでもホッとする

赤ちゃん・子どもとの日々。

大人も、子どもも、ちょっと出逢って

おしゃべりして、遊んで…。

一緒に子育てを楽しみましょう。

スタッフとの挨拶や大人同士のちょっとしたおしゃべりから

日々の大変さを笑い合ったり、労わり合ったり…

ゆるやかなつながりを大切にしています。

「あら、上手ね」「ちょっと抱っこしていましょうか？」

ひろばで出逢った大人と子ども。

たくさんの大人に愛されて子どもが育って

　　　　　　　　　　いきますように…

子育てのことって、悩みがたくさん。

どうぞお気軽にご相談ください。

「おもしろそう！」遊びを通したたくさんの出逢いと

そこから始まるかわいい社会性の芽生えを

　　　　　　　　　　　応援しています。

こうやっておしゃべりした親子と、

他のひろばで出逢ったり、お買い物中に「あらっ」と、挨拶したり…。

町に顔見知りの親子が増えていくと、災害時なども安心できそうですね。

SNSでなんでも情報が手に入る今だからこそ、

直接聴けて、学び合う仲間とも出逢える

ひろばの講座にいらっしゃいませんか？

親子で楽しめるイベントもたくさんあります。

妊娠中にぜひ、近くのひろばを訪ねてみてください。

2人目のご出産の方も、初めてのかたも…

ぜひお誘いください。

「こういう時はどこに相談すればいいの？」

「この地域のあれこれ知りたい」

様々な情報を提供しています。利用者さん

同士の情報も交流できます。

おはようございます！玄関でお迎え

ひろばの親子にも

見守られながら、

スタッフと一緒に

ひろばで遊んで過ごします。

リフレッシュ、

上の子とのデートに…など、

お気軽にどうぞ。

子育
てひ

ろばに

行っ
てみよ

う！
地域子育て支援拠点と
武蔵野市の子育てひろば
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