平成30年度 西東京市立児童館 子育て支援事業（乳幼児活動）
下保谷児童センター
042-422-8346

ひばりが丘北児童センター
042-423-4686
中町児童館
042-422-8800

今年度２歳児になる子
かばくんのさんぽ
２歳児
月１回木曜 10：30～11：15

今年度１歳児になる子
０歳児
カンガルータイム
下保谷バブちゃん 「ひがし」共催
１歳児
０ヶ月～８ヶ月
月１回木曜 10：15～11：00
月１回火曜 10：00～11：15
ことりちゃん ０歳～２歳児
月１回金曜 10：30～11：30
おひさまひろば
いないいないばあ 「すみよし」「ひがし」共催
９ヶ月～２歳児
０ヶ月～８ヶ月
月１回木曜 10：30～11：10
月１回（不定期） 10：00～11：30
にこっと０・１
にこっと２
０歳～１歳児
２歳児
月２回木曜 10：30～11：00
月２回木曜 10：30～11：15

のびのび （なかまち地域共催） 未就学児
月１回（不定期）10：30～11：30
つぼみちゃん
北原ほっぺちゃん 「すみよし」共催
９ヶ月～２歳児
０ヶ月～８ヶ月頃
月１回木曜 10：00～10：45
月１回 火曜 10:00～11:30

北原児童館
042-461-2156
ひばりが丘児童センター
042-465-4540

田無柳沢児童センター
042-464-3844
新町児童館
0422-55-1782
保谷柳沢児童館
042-468-7892
出前児童館（火曜・水曜・木曜のみ）
070-5360-2370
東伏見小学校内
西原北児童館
042-464-3833

田無児童館
042-462-6237
芝久保児童館
042-465-1678

斜め字・・・地域子育て支援センター、保育園、ボランティア等の事業（共催事業）

プチとまとちゃん
首がすわる～１歳児
月１回木曜 10：00～10：30 11：00～11：30（２回制）

ミニぽてとちゃん
２歳児
月１回木曜 10：30～11：10
さんさん体操
２歳以上
月１回月曜 11:00～11：40

ちゃお０・１
ちゃお２
０歳～１歳児
２歳児
月２回木曜 10：00～10：30
月２回木曜 10：45～11：30
みんなであそぼ
新町ぴよちゃん 「やぎさわ」共催
１歳～２歳児
０歳～１歳頃
月１回木曜 10：30～11：10
月１回水曜 10:15～11:30
おかあさんといっしょ
ゆったんこママ 「やぎさわ」共催
ー
２歳児
１歳児
月１回木曜 10：30～11：30
月１～２回火曜 10：30～11：15
ようじのひろば（東伏見学童クラブ室）
未就学児
月１回木曜 10：30～11：30
うさぎぐみ
１歳～２歳児
ー
月２回木曜 10：30～11：15
ぱんだひろば 未就学児
月１回木曜 10：30～11：15
ミニミニちゃん
０ちゃんとママ
１歳～２歳児
１歳未満
月１回木曜 10：30～11：15
月１回木曜 10：30～11：15
あいあいひろば
芝久保おしゃべり 「けやき」共催
９ヶ月～２歳児
妊婦～８ヶ月

ようじのつどい（全児童館・児童センター共通事業）
今年度3歳児～就学前

ー

午前中のその他の事業
のびのびアートの日 ２歳以上 月１回火曜か木曜 10：30～11：15
のびのびアートの日 ３歳以上 月１回月曜 13：30～14：15
にこにこスポーツ ２歳以上 月１回火曜か木曜 10：30～11：15
親子でクッキング ３歳以上 月１回土曜 10：30～12：00

はじめてのページ （保谷駅前図書館共催） 月１回木曜 11：00～11：20
のりものランド 毎週月曜～金曜 9:30～13：00

絵本とわらべうたの会 (講師) １歳児 月１回木曜 11：00～11：30

ー

おもちゃランド 毎週水曜 10：00～13：00
ー

ー
おいもほり
6月 ジャガイモ
11月 サツマイモ
乳幼児と保護者
会場：矢ケ崎農園

ー

月１回木曜 10：30～11：10

児童館外施設事業

ニコニコひろば
(向台保育園協力)
未就学児
月１回火曜
10：30～11：30

わくわくキッズランド 毎週月曜～金曜 9：30～13：30
土曜・学校休業日 11：30～13：30
ボールプールデー
毎月 第2・第4水曜 9：30～13：30
おおきくなあれ 首がすわる～歩き始め 月１回 10：30～11：30
きらきらサッカー 未就学児 月１回水曜 14:00～14：40
さんごママサロン 未就学児 月１回 9：30～12：00

ミトンの会 (ちろりん村共催)未就学児 月１回金曜 10:30～11:30
わらべうたの会 (講師) １歳児 月１回火曜 11：00～11：45
保谷おもちゃ図書館 （団体） 未就学児月２回土曜 10：00～12：00
はっぴーママ (保護者サークル） 未就学児 月１回金曜 10:30～11:40
ゴーゴーのりもの 毎週金曜 9:30～正午

のりものランド 毎週火曜・木曜 9：30～14：00
毎週水曜 9:30～13：00

（向台第二学童クラブ室）

のりものいっぱいでー 毎週水曜 9：30～13：30
ゆうぐいっぱいでー 月の最終水曜 9：30～13：30

ー

コロリンたまご （講師共催） 年１０回水曜 10：30～11：30
みんなであそぼう 未就学児 毎週火曜・木曜 10：00～11：30
（東伏見学童クラブ室）

ー

のりものひろば 毎週月曜～金曜 10：00～14：00
ー

のりものタイム 毎週月曜～金曜 9：30～14：00
土曜・学校休業日11：30～14：00

ー

わらべうたの会( 講師) １歳～未就学児 月１回金曜 10：30～11：15
のりものタイム 毎週月曜～金曜 9：30～13：30
土曜・学校休業日11：30～13：30

ー

いっしょにあそぼう！いっしょにまなぼう！ （けやき・西原保育園共催）
未就学児 年２回 10：00～11：00

月１回水曜 10：00～11：30
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各事業とも、夏休み期間中は実施していません。
詳細については、実施施設にお問合せ願います。
西東京市立児童館・児童センター

