
  

  

立川のママ達がつくる 
０～６歳のための子育て情報誌 

2018年度 
6.9.1月発行 

ママだって 
イライラしち
ゃうことはあ
るよね(>_<) 

 
そんな時は 

どうしてる？ 

タイ古式セラピストによる 
ストレッチの連載だよ☆彡 
心も体もほぐしましょう～♪ 







内　　　　容 時　間 場　　所 備　　考

親子教室「そーっとのぞいてみてごらん」 9:30～13:15 藤幼稚園 2～3歳児　事前申込(登録有料)

8・9月誕生会 9:40～11:00 ひまわり保育園 2歳～未就学児　電話またはFAX申込

育児講座「クッキング」 10:00～11:30 至誠保育園 電話申込

リトミック 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

親子リトミック 11:30～12:00 こばと幼稚園 未就園児　直接来園

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

親子教室「そーっとのぞいてみてごらん」 9:30～13:15 藤幼稚園 2～3歳児　事前申込(登録有料)

6 木 おやこっこ体操 10:30～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～3歳児　電話申込(15組まで)　運動できる服装・バスタオル持参・妊婦さん不可

出前保育(森の子保育園) 10:45～11:10 見影橋公園 未就学児　直接公園

モンテ体験 10:30～11:45 武蔵みどり幼稚園 2～3歳児　電話申込(月～金10時～17時)

出前保育「親子で楽しくあそぼう」(上砂保育園) 11:00～11:45 上砂児童館 未就学児　直接来館

親子であそぼう 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

じぃじばぁば大好き 11:30～12:00 こばと幼稚園 未就園児　直接来園　おじいちゃんおばあちゃんへのプレゼント製作

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

出前保育(ひまわり保育園) 11:00～12:00 武蔵村山子ども支援センター 未就学児　直接センター

出産前後の方の体験学習「育児講座」 11:00 愛光あけぼの保育園 出産前後の方　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

おもちゃライブラリー 14:00～16:00 至誠保育園 お子様につき１人１つお.もちゃを借りられます　直接来園

保育園見学 9:00～10:00 至誠保育園 電話申込

子育て支援 10:00～12:00 あおば保育園 未就学児　電話申込

制作・園庭あそび 10:00～11:30 れんげ砂川保育園 0～3歳児　電話連絡

ベビーマッサージ 9:30～10:30 めぐみ幼稚園 0.4～1歳　電話申込

14 金 ノーバディーズパーフェクト 10:00～12:00 至誠保育園 毎週6回連続　電話申込(9/4〆切)

15 土 東立川保育セミナー 10:00～12:00 東立川幼稚園 直接来園　保護者対象ですが職員による保育あり

わくわくたいむ「園児とあそぼう！」 10:00～11:30 柴崎保育園 未就園児　直接来園

保育所体験 9:45 愛光あけぼの保育園 未就園児　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

なかよしの日「測定」 10:00～11:00 西砂保育園 0～3歳児　直接来園
出産を迎える親の体験学習③「赤ちゃんが好き
な歌やふれあい遊び」

14:00～15:00 至誠保育園 電話申込

育児講座「保健」 10:30～12:00 至誠保育園 電話申込

わらべうたと絵本 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

親子体操 11:30～12:00 こばと幼稚園 未就園児　直接来園

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

誕生会 10:00 愛光第五保育園 9月生まれの未就学児　前日16時までに電話申込

誕生会見学・園庭あそび 10:00～11:30 れんげ砂川保育園 0～3歳児　電話連絡

出前保育(羽衣保育園) 10:30～11:30 羽衣児童館 未就学児　直接来館

保育所体験 9:45 愛光あけぼの保育園 未就園児　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

22 土 園庭開放「ふれあい広場」 10:00～11:30 多摩幼稚園 未就園児　直接来園

大きくなったかな(身体測定)おしゃべりサロン 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

コーナー遊び 11:30～12:00 こばと幼稚園 未就園児　直接来園

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

出産前後の方の体験学習「0歳児保育所体験」 9:45 愛光あけぼの保育園 出産前後の方　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

親子教室「ホップステップジャンピング」 9:30～13:15 藤幼稚園 2～3歳児　事前申込(登録有料)

28 金 親子教室「ホップステップジャンピング」 9:30～13:15 藤幼稚園 2～3歳児　事前申込(登録有料)

29 土 アンパンマンバスに乗ってみよう 9:25～11:00 若草幼稚園 未就学児　直接来園

Mom&Me　英語であそぼう 10:00～11:00 西国立保育園分園 1～3歳児　電話申込(本園)

＊　カレンダーは発行作業の都合上、情報収集が早めとなっています。イベントに参加の際は電話、その他の広報等でご確認ください。

日付

未定

4 火

5 水

10 月

12 水

13 木

18 火

26 水

27 木

水19

20 木

21 金

9月イベントカレンダー 

何歳～と記載のない場合は原則的に未就学児を対象とした行事ですが、特に0歳児は参加前に問合わせた方が安心です！ 

    

お子さんの発達について相談したいことはありませんか？ 

   発 達 相 談 月～金/原則第1・3土曜 
9：00～17：00 

※祝日・年末年始を除く 

関わりが持ちづらい ことばの遅れが気になる 

お友だちと上手に遊べない 

  ◎生活リズム ◎人との関わり 

  ◎丈夫な体づくり など 

落ち着きがない 

運動の遅れが気になる 

 育てたいこと ※ご相談をご希望の方はお気軽にお電話ください。 

子ども家庭支援センター 

立川市錦町3-2-26 

TEL：042-529-8586 
 

立川市ドリーム学園 

立川市柴崎町5-11-26 

TEL：042-525-9418 
 

ドリーム学園では、 

発達支援の必要なお子さんの療育を行っています。 

内　　　　容 時　間 場　　所 備　　考

2 火 なかよしの日「測定」 10:00～11:00 西砂保育園 0～3歳児　直接来園

育児講座「ネイチャー」 10:30～12:00 至誠保育園 電話申込

リトミック 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

親子体操 11:30～12:00 こばと幼稚園 未就園児　直接来園

おやこっこ体操 10:30～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～3歳児　電話申込(15組まで)　運動できる服装・バスタオル持参・妊婦さん不可

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

保育園見学 9:00～10:00 至誠保育園 電話申込

制作・園庭あそび 10:00～11:30 れんげ砂川保育園 0～3歳児　電話連絡

10 水 親子リトミック 11:30～12:00 こばと幼稚園 未就園児　直接来園

おもちゃライブラリー 14:00～16:00 至誠保育園 お子様につき１人１つお.もちゃを借りられます　直接来園

ベビーマッサージ 9:30～10:30 めぐみ幼稚園 0.4～1歳　電話申込

至誠学舎立川　合同バザー(諏訪の森保育園) 10:00～14:00 至誠ホーム 地域の方　直接来園

ハロウィン製作 9:25～11:00 若草幼稚園 未就学児　事前申込

誕生会 10:00 愛光第五保育園 10月生まれの未就学児　前日16時までに電話申込

なかよしの日「測定」 10:00～11:00 西砂保育園 0～3歳児　直接来園

出産を迎える親の体験学習④「赤ちゃんとの上
手な接し方」

14:00～15:00 至誠保育園 電話申込

出前保育「親子で楽しくあそぼう」(上砂保育園) 11:00～11:45 上砂児童館 未就学児　直接来館

保育所体験 9:45 愛光あけぼの保育園 未就園児　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

育児講座「音楽」 10:30～12:00 至誠保育園 電話申込

わらべうたと絵本 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

保育園見学 9:00～10:00 至誠保育園 電話申込

どんぐりあそびっくす 10:20～11:30 立川かしの木幼稚園 0.3～3歳児　事前申込

ミニミニ運動会 10:30～11:45 武蔵みどり幼稚園 2～3歳児　電話申込(月～金10時～17時)　雨天時室内

わくわくたいむ「栄養の話＆離乳食試食会」 15:00～15：45 柴崎保育園 未就園児　要予約(9月下旬より)　5名限定

出産前後の方の体験学習「離乳食体験」 13:45 愛光あけぼの保育園 出産前後の方　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

20 土 育児講座「フェルト手作り玩具」 10:00 諏訪の森保育園 未就園児保護者　事前電話

出前保育(羽衣保育園) 10:30～11:30 羽衣児童館 未就学児　直接来館

お芋ほり 9:00～10:00 上砂保育園 未就学児　事前申込(先着10組)　お芋代100円

移動動物園 10:30～11:30 あおば保育園 電話申込

親子教室「さつまいもの収穫」 9:30～13:15 藤幼稚園 2～3歳児　事前申込(登録有料)

どんぐり制作 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

親子教室「さつまいもの収穫」 9:30～13:15 藤幼稚園 2～3歳児　事前申込(登録有料)

誕生会見学・園庭あそび 10:00～11:30 れんげ砂川保育園 0～3歳児　電話連絡

いもほり(ひまわり保育園) 10:00～11:30 めぐみ保育園隣の畑 未就学児　電話またはFAX申込　予備日10/29

26 金 保育所体験 9:45 愛光あけぼの保育園 未就園児　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

27 土 松中にこにこランド 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 満2～3歳児　直接来園　親子共室内履き持参

29 月 わくわく懇談会 10:30～11:30 武蔵みどり幼稚園 未就園児保護者　電話申込(月～金10時～17時)

子育て広場「芋掘り体験」 10:30～11:30 立川たんぽぽ保育園 １～２歳児　事前申込

バザー 10:20 武蔵みどり幼稚園 未就園児保護者　園で使用する物が中心です

お芋の会 10:30～11:00 上砂保育園 未就学児　直接来園　お水・お茶等の水分をお持ちください

ハロウィン 9:45 愛光第五保育園 未就学児　前日16時までに電話申込

大きくなったかな(身体測定)おしゃべりサロン 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

芋掘り遠足(諏訪の森保育園) 未定 農業試験場 未就園児　事前電話

Mom&Me　英語であそぼう 10:00～11:00 西国立保育園分園 1～3歳児　電話申込(本園)

31 水

23 火

24 水

25 木

18 木

19 金

30 火

＊　カレンダーは発行作業の都合上、情報収集が早めとなっています。イベントに参加の際は電話、その他の広報等でご確認ください。

日付

未定

未定

3 水

4 木

11 木

13 土

16 火

17 水

10月イベントカレンダー 

何歳～と記載のない場合は原則的に未就学児を対象とした行事ですが、特に0歳児は参加前に問合わせた方が安心です！ 

粉ミルクのお湯の提供や商品の割引などのサービスを提供して

いる、２，０００店を超える協賛店のほか、赤ちゃん・ふらっと事業

登録施設や小児救急医療機関、自転車の一時駐輪場といった、

子育て中の外出に役立つ様々な場所を検索することができます。

サービスや営業時間などによる一覧検索だけでなく、地図機能

を使った現在地周辺検索などにも対応しています。 

あわせて、「子育て応援とうきょうパスポート」の表示もできます。 

▼アプリを配信中！下記QRコードよりダウンロードできます▼ 



内　　　　容 時　間 場　　所 備　　考

2 金 出産前後の方の体験学習「0歳児保育所体験」 9:45 愛光あけぼの保育園 出産前後の方　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

5 月 交通安全教室 未定 森の子保育園 詳細は園へお問い合わせください

誕生会 10:00 愛光第五保育園 11月生まれの未就学児　前日16時までに電話申込

芋掘り 未定 小百合保育園 1～3歳児　電話申込

なかよしの日「測定」 10:00～11:00 西砂保育園 0～3歳児　直接来園

リトミック 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

みんなでアート 11:30～12:00 こばと幼稚園 未就園児　直接来園(汚れても良い支度)

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

おもちゃライブラリー 14:00～16:00 至誠保育園 お子様につき１人１つお.もちゃを借りられます　直接来園

保育園見学 9:00～10:00 至誠保育園 電話申込

子育て支援 10:00～12:00 あおば保育園 未就学児　電話申込

保育体験・園庭あそび 10:00～11:30 れんげ砂川保育園 0～3歳児　電話連絡　お子様の年齢に合ったクラスに入ります

ベビーマッサージ 9:30～10:30 めぐみ幼稚園 0.4～1歳　電話申込

おやこっこ体操 10:30～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～3歳児　電話申込(15組まで)　運動できる服装・バスタオル持参・妊婦さん不可

秋のお楽しみ会 10:00～12:00 立川双葉幼稚園 未就学児　直接来園　豚汁・綿あめ・クラフト等の提供・体験

松中にこにこランド 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 満2～3歳児　直接来園　親子共室内履き持参

保育所体験 9:45 愛光あけぼの保育園 未就園児　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

出前保育(森の子保育園) 10:45～11:10 見影橋公園 未就学児　直接公園

園庭開放 11:00～12:00 多摩幼稚園 1～2歳　電話申込

モンテ体験 10:30～11:45 武蔵みどり幼稚園 2～3歳児　電話申込(月～金10時～17時)

出前保育「親子で楽しくあそぼう」(上砂保育園) 11:00～11:45 上砂児童館 未就学児　直接来館

七五三もちつき大会 未定 諏訪の森保育園 未就園児保護者　事前電話

育児講座「栄養」 10:30～12:00 至誠保育園 電話申込

ちえさんのわらべうた 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

親子体操 11:30～12:00 こばと幼稚園 未就園児　直接来園

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

おもちつき 未定 みたから幼稚園 雨天時は園児のみ

どんぐりあそびっくす 10:20～11:30 立川かしの木幼稚園 0.3～3歳　事前申込

10・11月誕生会 9:40～11:00 ひまわり保育園 2歳～未就学児　電話またはFAX申込

保育所体験 9:45 愛光あけぼの保育園 未就園児　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

タマクラブ体験① 10:30～11:45 多摩幼稚園 平成31年度タマクラブ(2歳児教室)希望・検討している方(H28.4.2～H29.4.1生まれ)

育児講座「クッキング」 10:00 諏訪の森保育園 未就園児保護者　事前電話

アンパンマンバスに乗ってみよう 9:25～11:00 若草幼稚園 未就学児　直接来園

19 月 タマクラブ体験② 10:30～11:45 多摩幼稚園 平成31年度タマクラブ(2歳児教室)希望・検討している方(H28.4.2～H29.4.1生まれ)

出産を迎える親の体験学習⑤「お産のための
心とからだの準備」

14:00～15:00 至誠保育園 電話申込

なかよしの日「測定」 10:00～11:00 西砂保育園 0～3歳児　直接来園

手作りおやつ 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

つくって遊ぼう 11:30～12:00 こばと幼稚園 未就園児　直接来園

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

出前保育(羽衣保育園) 10:30～11:30 羽衣児童館 未就学児　直接来館

誕生会見学・園庭あそび 10:00～11:30 れんげ砂川保育園 0～3歳児　電話連絡

みかんがり 未定 ひまわり保育園 詳細は園へお問い合わせください

23 金 お遊戯会(立川幼稚園) 9:30～11:30 立川女子高体育館 詳細は園へお問い合わせください

26 月 出前保育(森の子保育園) 10:45～11:10 見影橋公園 未就学児　直接公園

保育所体験 9:45 愛光あけぼの保育園 未就園児　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

キウイとり 10:30～11:30 小百合保育園 電話申込

おはなし会 10:00～10:30 上砂保育園 0～3歳児　直接来園

大きくなったかな(身体測定)おしゃべりサロン 10:00～10:45 森の子保育園 未就学児　電話申込

親子リトミック 11:30～12:00 こばと幼稚園 未就園児　直接来園

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30 キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

子育て広場「ふかし芋体験」 10:30～11:30 立川たんぽぽ保育園 1～2歳児　事前申込

親子教室「大根の収穫」 9:30～13:15 藤幼稚園 2～3歳児　事前申込(登録有料)

おいもの会 未定 柴崎保育園 詳細は園へお問い合わせください

Mom&Me　英語であそぼう 10:00～11:00 西国立保育園分園 1～3歳児　電話申込(本園)

＊　カレンダーは発行作業の都合上、情報収集が早めとなっています。イベントに参加の際は電話、その他の広報等でご確認ください。

日　付

未定

未定

6 火

7 水

8 木

10 土

12 月

14 水

15 木

16 金

17 土

20 火

21 水

29 木

22 木

27 火

28 水

11月イベントカレンダー 

何歳～と記載のない場合は原則的に未就学児を対象とした行事ですが、特に0歳児は参加前に問合わせた方が安心です！ 

場　　所 備　　考

至誠保育園 子育てについてご夫婦・お友達で学び合いましょう　電話申込

至誠保育園 電話申込

森の子保育園 未就学児　直接公園

武蔵みどり幼稚園 2～3歳児　電話申込(月～金10時～17時)

4 火 西砂保育園 0～3歳児　直接来園

森の子保育園 未就学児　電話申込

こばと幼稚園 未就園児　直接来園

キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

立川たんぽぽ保育園 1～2歳児　事前申込

キンデルガルテン松中幼稚園 1～3歳児　電話申込(15組まで)　運動できる服装・バスタオル持参・妊婦さん不可

れんげ砂川保育園 0～3歳児　電話連絡

8 土 キンデルガルテン松中幼稚園 満2～3歳児　直接来園　親子共室内履き持参

上砂児童館 未就学児　直接来館

こばと幼稚園 未就園児　直接来園

キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

至誠保育園 お子様につき１人１つおもちゃを借りられます　直接来園

あおば保育園 電話申込

れんげ砂川保育園 0～3歳児　電話連絡

14 金 愛光第五保育園 12月生まれの未就学児　前日16時までに電話申込

15 土 若草幼稚園 未就学児　事前申込

羽衣児童館 未就学児　直接来館

至誠保育園 電話申込

愛光あけぼの保育園 未就園児　電話申込(平日9:00～16:30/1ヶ月前から受付)

森の子保育園 未就学児　電話申込

こばと幼稚園 未就園児　直接来園　クリスマスにちなみ製作活動・お楽しみ

キンデルガルテン松中幼稚園 1～2歳児(H27.4.2～H28.4.1生)　電話またはHP登録後予約　利用料50円　15組まで

20 木 西砂保育園 0～3歳児　直接来園

21 金 愛光第五保育園 未就学児　前日16時までに電話申込

25 火 ひまわり保育園 未就学児　電話またはFAX申込

26 水 森の子保育園 未就学児　電話申込

柴崎保育園 詳細は園へお問い合わせください

西国立保育園分園 1～3歳児　電話申込(本園)

時間 申込み 対象 種目・備考

9:00～12:00 不要 0～5歳・地域の方 直接来園

9:20～12:00 不要 未就学児 予備日9/26・10/3

9:00～12:00 不要 0～5歳児 宝探し　直接広場　雨天順延

10:00～11:00 必要 未就学児 当日参加あり

10:30頃 不要 未就園児 未就園児競技あり

10:00～14:00

9:00～14:30 不要 未就園児 未就園児競技12:50頃

9:00～13:30 不要 2～3歳児 会場にて受付　未就園児競技10:30頃

9:00～14:30 未就園児 未就園児競技13:00　予備日10/7・10/8

9:00 不要 未就園児 雨天順延

7 日 10:00～11:00 必要 0～3歳児 宝拾い　10:20頃予定　※お早めにお越しください

8 月 10:00頃 不要 2～3歳児 詳細は園へお問い合わせください

9:00～11:45 不要 未就学児 詳細は園へお問い合わせください

未定 不要 未就学児 詳細は園へお問い合わせください

未定 不要 未就園児 詳細は園へお問い合わせください

9:00～14:00 不要 未就学児 雨天時10/14

9;00～12:00 不要 未就学児 園児外競技あり

＊　カレンダーは発行作業の都合上、情報収集が早めとなっています。イベントに参加の際は電話、その他の広報等でご確認ください。

日　付 内　　　　容

11:00～11:45出前保育「親子でたのしくあそぼう」(上砂保育園)

クリスマス会 10:00～11:00

14:00～16:00おもちゃライブラリー

誕生会 10:00

親子体操 11:30～12:00

もちつき・園庭あそび 10:00～11:30

時　間

10:00～11:30

クリスマス製作 9:25～11:00

お父さんお母さんの勉強会②

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30

リトミック 10:00～10:45

ひまわり保育園 めぐみ保育園

曙グラウンド

10:00～11:30

お父さんお母さん一緒の勉強会(小百合保育園) 未定

なかよしの日「測定」 10:00～11:00

出前保育(羽衣保育園)

松中にこにこランド

10:30～11:30

クリスマスお楽しみ会 10:00

クリスマス会 9:45～10:30

9:45保育所体験

出産を迎える親の体験学習⑤「赤ちゃんのために
お父さんができること」

羽衣東公園

諏訪の森保育園

小百合保育園

幸町団地中央グラウンド

第七小学校

立川みどり幼稚園

第四小学校

立川双葉幼稚園

東立川幼稚園

西国立保育園

めぐみ幼稚園

柏小学校

Mom&Me　英語であそぼう 未定

あおば保育園

多摩幼稚園

立川みどり幼稚園

大きくなったかな(身体測定)おしゃべりサロン 10:00～10:45

未定

立川かしの木幼稚園 幸小学校

誕生会 10:00～12:00

クリスマスリース作り 10:00～10:45

6 土
詳細は園へお問い合わせください

土

19 水

出前保育 10:45～11:10

誕生会見学・園庭遊び 10:00～11:30

日　付

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30

モンテ体験 10:30～11:45

子育て広場「もちつき体験」 10:30～11:30

親子リトミック 11:30～12:00

クリスマス会 11:30～12:00

おやこっこ体操 10:30～11:30

親子登園広場「すくすくマービー」 10:00～11:30

14:00～15:00

13 木

18 火

9 22

未定

諏訪の森保育園

小百合保育園

園名

武蔵みどり幼稚園 武蔵みどり幼稚園

こばと幼稚園 第八小学校

森の子保育園 森の子保育園

愛光第五保育園

立川幼稚園

富士見遊び場(なかよし広場)

立川女子高西校庭

開催場所

クリスマスコンサート 未定

羽衣保育園 羽衣東公園

10

13 土

1 土

3 月

5 水

6 木

12 水

運動会情報 

12月イベントカレンダー 

何歳～と記載のない場合は原則的に未就学児を対象とした行事ですが、特に0歳児は参加前に問合わせた方が安心です！ 



園名 住所 ℡
西立川 富士見町１-１８-１６ ５２４-７８３１

柴崎 柴崎町１-１６-２３ ５２５-００６６

羽衣 羽衣町２-５１-７ ５２２-２１６１

高松 高松町１-１８-７ ５２５-０２０１

中砂 栄町５-３8-1 ５３６-１３９１

栄 栄町３-３３-３ ５２５-０８１５

柏 柏町３-５２-９ ５３６-２５６５

上砂 上砂町１-１３-１ ５３６-２６７０

江の島 栄町5-20-3 ５３６-１４４３

見影橋 砂川町３-２３-２ ５３６-１６４４

冨士見 富士見町２-２６-１ ５２２-２８３４

愛光第五 富士見町７-２３-５ ５２４-４１１５

愛光あけぼの 曙町３-１７-２２ ５４８-８７２１

諏訪の森 柴崎町１-４-４ ５２２-２５８９

立川たんぽぽ 富士見町６-５９-１ ５２６-０２８０

玉川 富士見町６-７２-１ ５２２-６３０８

至誠 錦町６-２６-１３ ５２４-１５００

小百合 錦町６-６-３-１０１ ５２７-７９２４

愛光 曙町３-２４-２２ ５２２-４９４７

西国立(分園) 羽衣町1-21-11 ５２２－６２４９

けやき台さくら 若葉町１-１３-２ ５３６-１６５９

れんげ砂川 若葉町４-２４-３１ ５３６-５２８１

あおば 幸町４-５２-１ ５３６-３９１２

たかのみち 幸町６-３２-１ ５３７-００１６

立川ひかり 一番町２-２２-１ ５３１-１２７３

松中 一番町５-８-２５ ５３１-９４３８

あおば第二 上砂町２-４０-５ ５３７-３３２５

西砂 西砂町２-６３-２ ５３１-０５１４

森の子 砂川町８-３０-７ ５３８-０７２９

西武立川きらり 西砂町1-2-127 ５６０－０２００

ほほえみの森 錦町３-１−２０ ５９５－６９３0

わんわん 西砂町6-12-4 ５２０－００４１

ぽけっとランド立川 曙町2-18-15 ５４０－１８７１

園名 住所 ℡
めぐみ 富士見町１-７-１６ ５２２-４６０６

多摩 錦町２-３-１４ ５２２-２８２２

子供の国若草 柴崎町２-１３-１１ ５２６-２５２６

石川学園こばと 高松町１-２４-５３ ５２２-７４１８

立川 高松町３-１２-１ ５２４-７９７９

みたから 若葉町２-４７-２ ５３６-２９５０

立川みどり 栄町４-４０-８ ５３５-１１９０

立川双葉 柏町３-１６-１ ５３６-３９８６

立川かしの木 幸町５-４３-１１ ５３６-２７４２

キンデルガルテン松中 一番町６-１２-１ ５３１-６８００

藤 上砂町２-７-１ ５３６-４４１３

園名 住所 ℡

武蔵みどり幼稚園
武蔵村山市
大南3-90-5

５６４－９２４５

東立川幼稚園 国立市北3-37-4 ５２２－４９１８

育成会
ひまわり保育園

武蔵村山市
大南3－94－1

５６４－３５４４

★電話問合せ

★月～金10:00～11:30

★なし

★月火水金10:00～12:00

★9/29(土)10/13・27(土)11/10・17(土)12/15(土)

★水13:00～16:00(申込不要)

★なし

園へお問い合わせください

★水 11:00～12:00(10/17・24・31・12/26を除く)

★なし

★月～金10:00～11:00(行事によって利用できない場合あり)

園へお問い合わせください

★なし

園へお問い合わせください

★10/16(火)18(木)23(火)30(火)11/1(木)9:45～10:45(要連絡)

園へお問い合わせください

★11/12(月)11:00～12:00(雨天中止)

★月～金10:00～11:00

園へお問い合わせください

園へお問い合わせください

★9/13(木)11/8(木)12/13(木)11:00～12:00(子育て支援参加後)

園へお問い合わせください

園へお問い合わせください

園へお問い合わせください

園へお問い合わせください

園へお問い合わせください

　　　　　　　　　　★園庭開放時間　　　◆情報

★なし

園へお問い合わせください

★月～金　10:00～12:30(初回はなかすな子育てひろばへ登録)◆なかすな子育てひろば内で
園児・職員との交流あり

★月～金　9:30～16:00

園へお問い合わせください

園へお問い合わせください

★月～金　9:00～16:00(直接来園し事務室へ声掛け)

園へお問い合わせください

★月～金　9:00～12:00

★月～金10:00～12:00

★月～金9:30～12:00(行事によって利用できない場合あり)　♦11/2(金)～7(水)保育のひろ
ば(市役所)

★火10:00～11:30(行事によって利用できない場合あり)

　　　　　　　　　　★園庭開放時間　　　◆情報

★随時9:30～12:00(直接来園し職員へ声掛け)

★9/15・10/20・11/10・12/15(土)9:00～11:30

★月10:30～12:00(行事によって利用できない場合あり)

　　　　　　　　　　　情　　　　　　報

★なし

★随時10:00～16:00(要問合せ)

園へお問い合わせください

園へお問い合わせください

★なし

★火14:00～15:00　土9:30～11:30(行事によって利用できない場合あり)

    園庭開放等情報 ～園児と一緒に遊びましょう！（保護者同伴）育児の疑問にも答えてくれます。 
園の行事により変更になる可能性があります。詳細は各園にお問い合わせください。 

保育園 

幼稚園 

立川市隣接市 在園児の多くが立川市民だそうです。 

日曜祝日、年末年始はお休みです。ご利用の際は日時等ご確認ください。 

利用中はお子さんから 

目を離さないでください 

園名 住所 電話 願書配布 入園説明会日時　ほか

① 多摩 錦町2-3-14 522-2822 10月15日(月)9:00 園へお問い合わせください

② 子供の国若草 柴崎町2-13-11 526-2526 10月15日(月)9:00 10/15(月)13:30～14:30　申込不要

③ めぐみ 富士見町1-7-16 522-4606 10月15日(月)10:00 9/12(水)・10/15(月)10:00～10:50　申込不要

④ 立川 高松町3-12-1 524-7979 10月15日(月)9:00 9/13(木)14:00～15:00　申込不要

⑤ 石川学園こばと 高松町1-24-53 522-7418 10月16日(火)7:30 9/6(木)・9/11(火)9:45～11:45(受付9:30～)　電話申込　願書1通500円

⑥ 立川みどり 栄町4-40-8 535-1190 10月15日(月) 10/16(火)10:00　申込不要

⑦ みたから 若葉町2-47-2 536-2950 10月15日(月)9:00 9/6(木)13:30～14:30　申込不要

⑧ 立川かしの木 幸町5-43-11 536-2742 10月15日(月)9:00 9/13(木)・9/19(水)・10/12(金)9:15～11:30　要申込

⑨ 立川双葉 柏町3-16-1 536-3986 10月15日(月)9:00 随時(10:30～12:00)　要申込　※願書配布希望も事前問合せ

⑬ 武蔵みどり
武蔵村山市大南

3-90-5
564-9245 10月15日(月)9:30 9/22(土)10:30～12：00　申込不要

9/13(木)・10/4(木)10:15～12:15　要申込　※親子教室・幼稚園一
日体験・運動会あり詳細は園に問合せ

東立川 国立市北3-37-4 522-4918 10月15日(月)9:00
9/1(土)・10/20(土)10：00～11：00　申込不要　※個別見学(9/10・
9/12・9/13・9/19・9/20・10/17・10/18・10/22)要申込

9/1(土)・10/1(月)10:00～11:00　要申込　※バス通園を希望の場
合はバスコース範囲内であるか要確認

10月15日(月)9:00

平成31年度幼稚園入園情報

　平成31年4月からの幼稚園入園説明会の日程などをお知らせします。願書配布日・提出日など、詳しくは各園にお問い合わせくださ
い。なお、入園願書等は、数に限りがありますので、ご注意ください。また、未就園児参加行事についても、詳しくは各園にお問い合わ
せください。
　※表内の番号は、下ページの地図の番号と対応しています。

⑫

⑩ 藤 上砂町2-7-1 536-4413

⑪ キンデルガルテン松中 一番町6-12-1 531-6800 10月15日(月)9:30

⑫ 

⑬ 



ミシュラン認定の讃岐うどんが味わえると⼤⼈気のうどんやさん。
ごはんやおでん、天ぷら等も単品で頼めるよ。
かけうどんは「そのまま」という温かさが選べるから、⼦どもに⾷
べさせるのにぴったり☆
⼤⼈には1年を通して柑橘系のメニューがおすすめだよ。
時期によって内容が変わるから、お楽しみ♪
家族と⼀緒の時やママ⼀⼈で⼦どもにごはんを⾷べさせたい時に、
おすすめのお店だよ。（⼟⽇の12時-14時は混雑するから、その時
間は避けるとスムーズに⼊店できるよ。）
 
お座敷✖  ⼦ども⽤⾷器○ 
⼦ども⽤椅⼦○（テーブルに固定するタイプ）
調乳⽤お湯✖  おむつ替え台✖ 
ベビーカー⼊店△（混雑時は相談してね）

☆⽴川市錦町2-2-1 SK錦町ビル1F
☆042-512-7696
☆11︓00-22︓00（⽉〜⽊は16時〜17時半クローズ）
☆無休（年末年始のみ休み）

 ♡ ほほえみメンバーのランチスポット紹介 ♡

    ⾹川 ⼀福 ⽴川店

ほほえみ ⼦育て情報誌 2018年9⽉発⾏     次号は2019年1⽉発⾏予定
⽴川市⺠の編集グループ（現役ママ）とNPO法⼈ワーカーズコープとの協働制作

【ほほえみは⽴川市から委託を受けて発⾏しています】

☆編集メンバー︓   ⽯⽥雪乃 ⽯濱沙弥乃 荻島早苗 嶋根祐季 ⼋幡実佳
☆設置場所︓     ⼦ども家庭⽀援センター ⼦ども未来センター 市役所 幼稚園 保育園 
                                ⽴川市の⼦育てひろば 児童館 学習館 図書館 他
☆バックナンバー︓    ⽴川市のHP（H２４年度版まで） および⽴川市⼦ども未来センターHP（H２５年度版〜）
             で⾒ることができます。

発⾏元 〒190-0022 ⽴川市錦町3-2-26 ⼦ども未来センター ＮＰＯ法⼈ワーカーズコープ
                           ＴＥＬ︓042-529 -8664 ＦＡＸ︓042-512-8551
「ほほえみ」へのご意⾒お待ちしています︕件名に「ほほえみ」と書いて『kiratto@roukyou.gr.jp』へ。

※頂いた個⼈情報は、本誌制作活動、イベント活動以外には使⽤致しません。          メールＱＲはこちら⇒

 編集後記☆ 〜⼦どもたちの⾷事〜

段々と⼤⼈の⾷事の取り分けに挑戦中。
基本的には何でも⾷べる息⼦だけど、全
く⾷べてくれなかったのは、おからの煮
物・鱈のアクアパッツア・しらすチャー
ハン・ポテトサラダ。パサパサな⾷感と
⿂くさいものが苦⼿なよう。（焼き⿂は
⾷べるのに︕）      ゆきの

０歳児の時は栄養バランスや味付けに
気を付けて、⼀⽣懸命作ってたのに、
1歳過ぎてからは適当です（笑）
こだわりすぎて、パンまで⼿作りして
たのに、今は毎朝、市販の⾷パン。
あんなにがんばる必要なかったなと今
は思います(-"-)      さやの

⾷べることが⼤好きな息⼦︕︕
散々⾷べたのに親のご飯も⽬を輝かせな
がら狙ってくるほど(^^)笑
何でも⾷べるけど中でも好きなのは
カレー・ハンバーグ・うどん・果物全般
です☆
              みか

最近、離乳⾷が２回に増えました。本当
は⼯夫しなきゃいけないんだろうけど、
毎⾷だいたい同じもの。飽きずに⾷べて
くれてありがとう（笑）⼀歳くらいまで
は気楽にやろーっと、⾃分を⽢やかし、
私は美味しいものを⽇々探しておりま
す︕            ゆき

特集にもありましたが、⼦どもの⾷事と
ママのイライラは切り離せないもの。
「⾷より遊び」なうちの⼦には苦労して
います。何でも⾷べて欲しいのが親⼼だ
けど、⼤きくなってるし、まあいっかと
思い始めた今⽇この頃です。
             さなえ

〜 番外編 〜
お天気のいい⽇はお弁当をもっておでかけしよう︕

*******************************
↓ １歳４ヶ⽉の息⼦（⼤⾷い）のある⽇のパトカー弁当 ↓

・おにぎり
・卵焼き
（ほうれん草⼊り）
・⾁団⼦
（キャベツ・⽟ねぎ⼊り）
・温野菜
（⼈参・コーン
 ブロッコリー）
・バナナ

☆ポイント☆
・⼿づかみできるもの・汁気の少ないもの・⽕を通したものを
意識したよ。
・おにぎりはラップを使って握ると衛⽣的。ラップに包んだま    
ま⼊れると、お弁当箱から取り出しやすいよ。
・気温や持ち歩き時間に気を付けて、⾷べさせる前には傷んで
ないか確認しようね。

☆ママたちからの⼝コミ☆
・保冷ケースはマストアイテム︕おにぎり⽤の⼩さなものは、
おにぎり以外にもゼリーやヨーグルト、果物にぴったりで便利。
・果物や野菜スティックを凍らせて、保冷剤代わりにしてるよ。
・抗菌シートや型抜き等のグッズは100円ショップでゲット。
・パパ⽤の⼤きいお弁当箱に、⼦ども&ママの分を⼊れてるよ。
・⾷パンを持ち運ぶには、ジップロックが1番。

*******************************


