令和２年度 西東京市立児童館 子育て支援事業（乳幼児活動）一覧 その１
網掛けの見方について

は、地域子育て支援センターとの共催事業

児童館名

芝久保児童館
042-465-1678

は、他団体との共催または他団体が主催する事業

【その他の実施事業について】

【実施事業について】
あいあいひろば０・１

芝久保おしゃべり

ようじのつどい

あいあいひろば２

９か月から令和３年４月1日までに 平成30年４月２日から平成31年４月
１歳になる乳幼児
１日までに生まれた幼児

「けやき」共催
妊婦と生後８か月未満の乳児
月１回水曜 10：00～11：30

月１回木曜 10：30～11：00

※詳細は、「おたより」などでご確認ください

◆のりものタイム

平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児
月１～２回火曜 10：30～11：30

月１回木曜 10：30～11：10

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）
乳幼児（未就学児） 年２回 10：00～11：00

北原児童館
042-461-2156

ひばりが丘北
児童センター

つぼみちゃん

北原ほっぺちゃん

わんわんちゃん

「すみよし」共催
妊婦と生後８か月未満の乳児
月１回火曜 10：00～11：30

「すみよし」共催
９か月から１歳3か月になる乳幼児

いないいないばぁ

ひよこちゃん

「すみよし・ひがし」共催

「ひがし」共催

月１回木曜 10：30～11：15

妊婦と生後８か月未満の乳児
月１回木曜 10：00～11：15

ようじのつどい

1歳4か月の誕生月から令和3年4月
1日までに2歳になる幼児

月１回木曜 10：30～11：15

平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児
月１～２回火曜または木曜 10：30～11：30

うさぎちゃん

ようじのつどい

9か月の誕生月から1歳3か月の
誕生月までの乳幼児

1歳3か月の誕生月から令和3年4月
1日までに2歳になる幼児

月１回木曜 10：30～11：15

月１回火曜 10：30～11：15

◆わくわくキッズランド
◆ボールプールデー

◆のりものランド

平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児
月１～２回火曜 10：30～11：15

絵本とわらべうたの会

042-423-4686

下保谷児童センター

ー

ー

平成31年4月2日から令和2年4月1日ま
でに生まれた乳幼児
月１回木曜 11：00～11：30

カンガルー タイム

かばくんのさんぽ

ようじのつどい

ー

平成31年４月２日から令和2年４月１日
までに生まれた乳幼児
月１回木曜 10：15～11：00

平成30年４月２日から平成31年
４月１日までに生まれた幼児
月１回木曜 10：30～11：15

平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児

042-422-8346

◆のびのびアートの日
◆にこにこスポーツの日
◆親子でクッキング

月１～２回火曜 10：30～11：30

はっぴーママ

ー

０歳～２歳 月１回金曜 10：30～11：15

はじめてのページ（保谷駅前図書館共催）

下保谷ばぶちゃん
「ひがし」共催
妊婦と生後８か月未満
月１回火曜 10：00～11：15

ー

おおむね１歳以上
月１回木曜 11：00～11：20

よみきかせの日
乳幼児（未就学児） 月１回水曜 11：00～11：20

新町児童館
0422-55-1782

新町ぴよちゃん

新町ぺんちゃん

ようじのつどい（新町うさちゃん）

「やぎさわ」共催
妊婦と０歳～1歳頃
月１回火曜 10：15～11：30

１歳の誕生日から令和３年４月１日までに２歳になる幼児

平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児

月１回木曜 10：30～11：10

月１～２回木曜 10：30～11：30

新町ちゅんちゃん（講師）

◆のりものランド

ー

１歳頃まで
月１回木曜 10：30～11：15

ニコニコひろば (田無柳沢と合同・向台保育園協力)
乳幼児（未就学児） 月１回火曜 10：30～11：30 （向台第二学童クラブ室）

保谷柳沢児童館
042-468-7892

ゆったんこママ
ー

わくわく

「やぎさわ」共催
平成31年４月２日から令和2年４月１日 平成30年４月２日から平成31年４月
１日までに生まれた幼児
までに生まれた乳幼児
月1～2回火曜 10：30～11：15
月１回木曜 10：30～11：30

わくわくベイビー
１歳未満
月1回火曜 10：30～11：1５

ー

ようじのつどい

◆のりものいっぱいでー
◆ゆうぐいっぱいでー

平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児
月１～２回木曜 10：30～11：30

コロリンたまご （講師共催）
１歳半頃以上 年１０回水・木曜 11：00～11：30

出前児童館（実施日；火・水・木）

ようじのひろば （東伏見学童クラブ室）

070-5360-2370

乳幼児（未就学児） 月１回木曜 10：30～11：30

◆みんなであそぼう （東伏見学童クラブ室）

令和２年度 西東京市立児童館 子育て支援事業（乳幼児活動）一覧 その２
網掛けの見方について

は、地域子育て支援センターとの共催事業

児童館名

田無児童館
042-462-6237

は、他団体との共催または他団体が主催する事業

※詳細は、「おたより」などでご確認ください

０ちゃんとママ

ぴよぴよリズム

ようじのつどい

１歳未満の乳児
月１回木曜 10：00～10：45

１歳の誕生月から令和３年４月１日までに２歳になる幼児

平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児

月１回木曜 10：30～11：15

月１～２回火曜 10：30～11：30

１歳以上の幼児 月１回木曜 11:00～11：45

にこっと０・１

中町児童館

◆のりものタイム

わらべうたの会 (講師)

ー

042-422-8800

【その他の実施事業について】

【実施事業について】

平成31年４月２日以降に生まれた乳幼児
月１～２回木曜 10：30～11：00

にこっと２

ようじのつどい

平成30年４月２日から平成31年４月
１日までに生まれた幼児

平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児
月１～２回火曜 10：30～11：15

月1～2回木曜 10：30～11：15

のびのび

◆おもちゃランド

（なかまち地域保育園共催）

乳幼児（未就学児） 月１回 10：30～11：30

とまとちゃん

ひばりが丘
児童センター

平成３１年４月２日以降に生まれた乳幼児
月１回木曜 10：30～11：30

さんごママサロン

042-465-4540

（助産師）
産後の母親
隔月１回 9：30～12：
00

ぽてとちゃん

ようじのつどい（きゃろっとちゃん）

平成30年４月２日から平成31年４月
１日までに生まれた幼児

平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児

月１回木曜 10：30～11：15

わらべうたの会（講師）
平成31年４月２日以降に生まれた
乳幼児
月１回火曜 11：00～11：45

月１～２回木曜 10：30～11：30

さんさん体操
ー

◆わくわく体操
◆読み聞かせ
◆ほうやおもちゃ図書館 （団体）
◆おおきくなあれ（ﾍﾞﾋﾞﾏ、ﾘﾄﾐｯｸ、ﾖｶﾞなど） （講
師）
◆おいもほり 会場：矢ケ崎農園

平成26年４月２日から平成3１年４月１日までに生まれた幼児

月１回火曜 11：30～11：30

ミトンの会 (ちろりん村共催)
乳幼児（未就学児） 月１回金曜 10:30～11:30

ちゃお２

ちゃお０・１

田無柳沢
児童センター

平成31年４月２日以降に生まれた乳幼児
月１～２回木曜 10：00～10：30

平成30年４月２日から平成31年４月
１日までに生まれた幼児

ようじのつどい

◆ゴーゴーのりもの

平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児
月１～２回火曜 10：30～11：30

月1～2回木曜 10：45～11：30

ニコニコひろば (新町と合同・向台保育園協力)
乳幼児（未就学児） 月１回火曜 10：30～11：30 （向台第二学童クラブ室）

042-464-3844

西原北児童館
042-464-3833

ぱんだひろば
平成31年４月２日以降に生まれた乳幼児
月１～２回火曜 10：30～11：00

うさぎぐみ
平成30年４月２日から平成31年４月
１日までに生まれた幼児

月１～２回木曜 10：30～11：15

◆のりものひろば

ようじのつどい
平成26年４月２日から平成30年４月１日までに生まれた幼児
月１～２回火曜 10：30～11：15

