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
＜特集＞⼦どもの病気の特徴や対策を知ろう︕
幼稚園選び、みんなどうしてる︖
新年度に習い事を始めてみよう。

１年間ありがとう
ございました♪

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〜♪

＊
＊

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。

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。

2月イベントカレンダー

1月イベントカレンダー
日付

内

容

時 間
10:00～10:45

場

所

備

9

水 リトミック

〃

〃 親子リトミック

11:30～12:00

〃

〃 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

10

木 お正月あそび

10：00～11：30

西立川保育園

〃

〃 お正月あそび

9:45～10:45

羽衣保育園

未就学児 事前申込（保育園へ連絡）

〃

〃 園の行事「お正月あそび」をみませんか

10:00～10:30

上砂保育園

未就学児 直接来園

〃

〃 お正月遊びの会

10:30～11:00

見影橋保育園

〃

〃 おもちゃライブラリー

14:00～16:00

至誠保育園

〃

〃 おもちつき

10:00～11:00

あおば保育園

10:30～11:30

キンデルガルテン松中幼稚園

10:00～

愛光第五保育園

〃

〃 おやこっこ体操

11

金 おもちつき

森の子保育園

考

未就学児 電話申込

石川学園こばと幼稚園 未就園児 直接来園

小百合保育園

内

容

金 豆まき

未就園児 直接来園

時 間

柴崎保育園

未就園児 直接来園

9：45～

羽衣保育園

未就学児 事前申込（保育園へ連絡）

〃 〃 園の行事「節分」に参加しませんか

10:30～11:00

上砂保育園

未就学児 直接来園

〃 〃 豆まき

10:00～11:00

見影橋保育園

10:00～

愛光第五保育園
立川たんぽぽ保育園

〃 〃 子育て広場「節分体験」

10:30～11:30

未就園児 電話申込 先着15名

〃 〃 豆まき

10:00～11:00

1～3歳 電話申込 15組まで 運動できる服装 バスタオル持参 妊婦さん参加不可

6

未就園児 電話申込（前日16時まで）

〃 〃 親子登園広場「すくすくマービー」

9:45～10:30
9:40～11:00

～4ヶ月妊産婦 電話申込

16

水 親子であそぼう

10:00～10:45

〃

〃 親子体操

11:30～12:00

〃

〃 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

17

木 誕生会

10:00～

愛光第五保育園

19

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

21

月 出前保育（森の子保育園）

10:50～11:15

見影橋公園

〃

〃 親子教室「みんなでおにはそと」

9:30～13:15

藤幼稚園

22

火 わくわくたいむ「保健の話」

10:00～11:30

柴崎保育園

未就園児 直接来園

〃

〃 出前保育 育児相談（羽衣保育園）

10:30～11:30

羽衣児童館

未就学児 直接来館

〃

〃 Ｍｏｍ＆Ｍｅ「英語であそぼう」

10:00～11:00

西国立保育園分園

〃

〃 なかよしの日（測定）

10:00～11:00

西砂保育園

〃

〃 親子教室「みんなでおにはそと」

9:30～13:15

藤幼稚園

23

水 わらべうたと絵本

10:00～10:45

森の子保育園

〃

〃 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

24

木 出前保育「栄養士の話」（柴崎保育園）

11:00～12:00

錦児童館

〃

〃 保育園見学日

9：00～10：00

至誠保育園

26

土 園開放「ふれあいひろば」

10:00～11:30

多摩幼稚園

未就園児 直接来園

〃

〃 節分の鬼製作

9:25～11:30

水 リトミック

未就園児 電話申込（前日16時まで）
1～2歳児 事前申込

育成会ひまわり保育園 3歳～ 電話又はＦＡＸにて申込
森の子保育園

未就学児 電話申込

キンデルガルテン松中幼稚園 Ｈ27.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 電話またはＨＰ登録後予約 利用料50円 15組まで

10:00～

愛光第五保育園

9：00～10：00

至誠保育園

電話申込

〃 〃 ノンナのおうち オープンハウス

10:00～12:00

至誠保育園

直接来園 お茶菓子代100円 どなたでも参加可

Ｈ27.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 電話またはＨＰ登録後予約 利用料50円 15組まで

13 水 親子であそぼう

10:00～10:45

森の子保育園

1月生まれの未就園児 電話申込（前日16時まで）

〃 〃 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 電話申込 15組まで 運動できる服装 バスタオル持参 妊婦さん参加不可

10：00～11：30

キンデルガルテン松中幼稚園 Ｈ27.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 電話またはＨＰ登録後予約 利用料50円 15組まで

7

未就学児 電話申込

石川学園こばと幼稚園 未就園児 直接来園

木 誕生会

10:00～10:45
10：00～11：30

未就園児 電話申込 園児が交代で鬼役をやります

〃 〃 保育園見学日

育成会ひまわり保育園 2歳～ 電話またはＦＡＸにて申込 10時スタート

満2～3歳 直接来園 親子共室内履き持参

〃 〃 親子登園広場「すくすくマービー」

未就学児 直接公園

14 木 サークルお別れ会

10:00～11:30

西立川保育園

2～3歳 事前申込（登録/有料）

〃 〃 おもちゃライブラリー

14:00～16:00

至誠保育園

2月生まれの未就園児 電話申込（前日16時まで）

未就学児 電話申込

未就園児 直接来園
直接来園 お子様1人につき1つおもちゃを借りられます 毎月第2木曜日

〃 〃 どんぐりあそびっくす（親子でリラクゼーション）

10:20～11:30

立川かしの木幼稚園

16 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

〃 〃 東立川保育セミナー

10:00～12:00

東立川幼稚園

2～3歳 事前申込（登録/有料）

18 月 出前保育（森の子保育園）

10:50～11:15

見影橋公園

未就学児 電話申込

19 火 Ｍｏｍ＆Ｍｅ「英語であそぼう」

10:00～11:00

西国立保育園分園

Ｈ27.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 電話またはＨＰ登録後予約 利用料50円 15組まで

〃 〃 キラリ作品展

10:00～12:00

未就学児 直接来館

〃 〃 なかよしの日（測定）

10:00～11:00

西砂保育園

0～3歳 直接来園

電話申込

20 水 新入園についてのお話（上砂保育園）

11:15～11:30

上砂児童館

未就学児 直接来館

1～5歳児 西国立保育園本園へ電話連絡
0～3歳 直接来園

〃 〃 親子登園広場「すくすくマービー」

子供の国若草幼稚園 2～5歳児 電話申込

10：00～11：30

3ヶ月～3歳 園に直接申込書提出 参加費あり プレイルーム
満2～3歳 直接来園 親子共室内履き持参
直接来園 保護者対象の企画ですが職員による保育あり
未就学児 直接公園
1～5歳児 西国立保育園本園へ電話連絡

けやき台さくら保育園 未就学児 事前電話

キンデルガルテン松中幼稚園 Ｈ27.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 電話またはＨＰ登録後予約 利用料50円 15組まで

〃

〃 ワークショップ「紙であそぼう」

10:00～11:30

東立川幼稚園

2歳～ 直接来園

21 木 出前保育 育児相談（羽衣保育園）

10:30～11:30

羽衣児童館

未就学児 直接来館

30

水 鬼のお面作り

10:00～11:30

西立川保育園

未就園児 直接来園

〃 〃 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

〃

〃 大きくなったかな 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

23 土 おひなさま製作

9:25～11:30

Ｈ27.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 電話またはＨＰ登録後予約 利用料50円 15組まで

26 火 親子教室「おりがみＤＥおひなさま」

9:30～13:15

藤幼稚園

未就学児 直接来館

27 水 おやつ試食会

15:00～15:30

上砂保育園

未就園児 電話申込 先着15名

〃 〃 大きくなったかな おしゃべりサロン

10:00～10:45

森の子保育園

〃 〃 ひな祭り製作

11:30～12:00

〃

〃 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

31

木 出前保育「お別れ会」（高松保育園）

11:00～11:30

高松児童館

〃

〃 お店やさんごっこ

10:30～11:00

あおば保育園

〃

〃 節分（まめまき）

園へ問い合わせ

西砂保育園

〃

〃 どんぐりあそびっくす（親子でリラクゼーション）

10:20～11:30

立川かしの木幼稚園

考

10:00～11:30

〃 〃 節分

直接来園 お子様1人につき1つおもちゃを借りられます 毎月第2木曜日

火 12・1月誕生会

備
未就園児 直接来園

〃 〃 節分

〃 出産を迎える親の体験学習

所

西立川保育園

未就園児 電話申込 園児達と一緒にお正月遊びの体験

〃

場

10:00～11:30

〃 〃 わくわくたいむ「節分あそび」

Ｈ27.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 電話またはＨＰ登録後予約 利用料50円 15組まで

15

森の子保育園

日付
1

0～5歳 直接来園
3ヶ月～3歳 園に直接申込書提出 参加費あり 2Fホール

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！

〃 〃 親子登園広場「すくすくマービー」
〃 〃 親子教室「おりがみＤＥおひなさま」

10：00～11：30
9:30～13:15

子供の国若草幼稚園 2～5歳児 電話申込
2～3歳 事前申込（登録/有料）
電話申込 先着5名 実費1食85円
未就学児 電話申込

石川学園こばと幼稚園 未就園児 直接来園
キンデルガルテン松中幼稚園 Ｈ27.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 電話またはＨＰ登録後予約 利用料50円 15組まで

藤幼稚園

2～3歳 事前申込（登録/有料）

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！
ことばの遅れが気になる

関わりが持ちづらい

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？

落ち着きがない

お友だちと上手に遊べない

▼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▼
運動の遅れが気になる

発達相談

月～金

9：00～17：00

（原則第1・3土曜）※祝日除く
※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

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。

育てたいこと
◎生活リズム ◎人との関わり
◎丈夫な体づくり◎学習の基礎など

立川市ドリーム学園
立川市柴崎町5-11-26
TEL：042-525-9418

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。

＊

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。

園庭開放等情報

3月イベントカレンダー
日 付
1

内

容

金 わくわくたいむ「お別れ会」

場

時 間

〃 〃 ひなまつり

10:00～

所

備

柴崎保育園

未就学児 直接来園

愛光第五保育園

未就園児 直接来園

10:00～11:30

〃 〃 2・3月誕生会

9:40～11:00

4

月 出前保育（森の子保育園）

10:50～11:15

見影橋公園

5

火 誕生会

10:00～

愛光第五保育園

6

水 リトミック

10:00～10:45

森の子保育園

〃 〃 ありがとうの会

11:30～12:00

〃 〃 親子登園広場「すくすくマービー」
7

木 おやこっこ体操

13 水 親子登園広場「すくすくマービー」

～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

考

園名

育成会ひまわり保育園 2歳～ 電話またはＦＡＸにて申込 10時スタート

住所

℡

★園庭開放時間

西立川

富士見町１-１８-１６

５２４-７８３１ ★土日祝日を除く毎日

柴崎

柴崎町１-１６-２３

５２５-００６６ ★月～金9:00～16:00

未就学児 直接公園

羽衣

羽衣町２-５１-７

５２２-２１６１ ★月～金9:00～12:00

3月生まれの未就園児 電話申込（前日16時まで）

高松

高松町１-１８-７

５２５-０２０１ ★月～金10:00～12:00

未就学児 電話申込

中砂

栄町５-３8-1

栄

栄町３-３３-３

５３６-１３９１ 園へお問い合わせください
５２５-０８１５ 園へお問い合わせください

柏

柏町３-５２-９

５３６-２５６５ ★なし

上砂

上砂町１-１３-１

５３６-２６７０ ★月～金9:30～16:30（事務室に声をかける）

石川学園こばと幼稚園 未就園児 直接来園 親子体操等

♦今年度～来年度にかけて中規模改修を予定

10：00～11：30

キンデルガルテン松中幼稚園 Ｈ27.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 電話またはＨＰ登録後予約 利用料50円 15組まで

10:30～11:30

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

江の島

栄町5-20-3

５３６-１４４３ ★月～金10:00～12:00

10：00～11：30

キンデルガルテン松中幼稚園 Ｈ27.4.2～Ｈ29.4.1生まれ 電話またはＨＰ登録後予約 利用料50円 15組まで

見影橋

砂川町３-２３-２

冨士見

富士見町２-２６-１

５３６-１６４４ ★月～金9:30～11:30(電話申込/園へ直接問合せ）
５２２-２８３４ ★なし

愛光第五

富士見町７-２３-５

５２４-４１１５ ★園へお問い合わせください

愛光あけぼの

曙町３-１７-２２

５４８-８７２１ 園へお問い合わせください

未就学児 直接来館

諏訪の森

柴崎町１-４-４

2～3歳 事前申込（登録/有料）

立川たんぽぽ

富士見町６-５９-１

５２２-２５８９ 園へお問い合わせください
５２６-０２８０ ★なし

玉川

富士見町６-７２-１

至誠

錦町６-２６-１３

小百合

錦町６-６-３-１０１

14 木 おもちゃライブラリー

14:00～16:00

至誠保育園

〃 〃 親子教室「どきどき❤Ｔｉｍｅ」

9:30～13:15

藤幼稚園

15 金 出前保育 育児相談（羽衣保育園）

10:30～11:30

羽衣児童館

〃 〃 親子教室「どきどき❤Ｔｉｍｅ」

9:30～13:15

藤幼稚園

18 月 出前保育（森の子保育園）

10:50～11:15

見影橋公園

未就学児 直接公園

19 火 なかよしの日（測定）

10:00～11:00

西砂保育園

0～3歳 直接来園

20 水 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

愛光

曙町３-２４-２２

27 水 大きくなったかな 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

西国立

羽衣町２－４３－４

けやき台さくら

若葉町１-１３-２

れんげ砂川

若葉町４-２４-３１

あおば

幸町４-５２-１

たかのみち

幸町６-３２-１

立川ひかり

一番町２-２２-１

松中

一番町５-８-２５

あおば第二

上砂町２-４０-５

西砂

西砂町２-６３-２

森の子

砂川町８-３０-７

西武立川きらり

西砂町1-2-127

ほほえみの森

錦町３-１−２０

５６０－０２００ 園へお問い合わせください
５９５－６９３0 園へお問い合わせください

わんわん

西砂町6-12-4

５２０－００４１ 園へお問い合わせください

ぽけっとランド立川 曙町2-18-15

５４０－１８７１ 園へお問い合わせください

直接来園 お子様1人につき1つおもちゃを借りられます 毎月第2木曜日

2～3歳 事前申込（登録/有料）

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！
子育てについて
気軽におしゃべりする
場所です！

◆情報

9:00～12:00

なごみ

和Space

①双子・三つ子を育てている方：原則毎月第１火曜日
1月は第2火曜日
②お子さんの発達が気になる方：原則毎月第３火曜日

子ども家庭支援センター
～子どもたちの笑顔があふれ、歓声が聞こえるまちに～
子ども家庭支援センターでは、０歳から１８歳までの子どもと
その家庭からのあらゆる相談をお受けする他、さまざまな子
育て支援事業を行っています。

③ひとりでお子さんを育てている方：原則毎月第３土曜日

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
【場所】①子ども未来センター (７月・１１月：西砂学習館/和室)
②③子ども未来センター グループ活動室
【時間】①②は10時から正午 ③は14時から16時
【費用】お茶菓子代(50～100円)
【保育】②予約制で保育可能(1歳～就学前)
【お問合せ】子ども家庭支援センター 042-528-6871

ファミリー・サポート・センター
「子育ての手助けをしてほしい人」と「お手伝いができる人」が
会員となり、子育てを支える制度です。保育園・幼稚園・習い事
の送迎や保護者の通院等の一時あずかりなどに利用できます。

５２２-６３０８ 園へお問い合わせください
５２４-１５００ ★なし

５２２－６２４９ ★なし
５３６-１６５９ ★なし
５３６-５２８１ 園へお問い合わせください
５３６-３９１２ ★1/10(木)1/31(水)11:00～12:00
５３７-００１６ 園へお問い合わせください
５３１-１２７３ 園へお問い合わせください
５３１-９４３８ 園へお問い合わせください
５３７-３３２５ ★10:00～11:30 要連絡
５３１-０５１４ ★月～金10:00～11:00
５３８-０７２９ ★月～金10:00～11:30

錦町３－２－２６ （子ども未来センター内）
【TEL】 ５２８－６８７１ 【FAX】 ５２８－６８７５

幼稚園
子ども総合相談窓口
どこに相談したら良いかわからない時や、知りたい情報が
ある時など、一人で悩まず、お気軽にお電話ください。

【TEL】529-8566

園名

住所

めぐみ

富士見町１-７-１６

多摩

錦町２-３-１４

子供の国若草

柴崎町２-１３-１１

石川学園こばと

高松町１-２４-５３

立川

高松町３-１２-１

みたから

若葉町２-４７-２

立川みどり

栄町４-４０-８

立川双葉

柏町３-１６-１

℡

≪お問合せ≫
立川市ファミリー・サポート・センター
TEL：０４２-５２８-６８７３

★園庭開放時間

◆情報

５２２-４６０６ 園へお問い合わせください
５２２-２８２２ ★なし
５２６-２５２６ ★1/19(土)2/2(土)3/9(土)9:25～11:30
５２２-７４１８ ★1/9(水)1/16(水)2/27(水)3/6(水)11:00～12:00
５２４-７９７９ 園へお問い合わせください
５３６-２９５０ 園へお問い合わせください
５３５-１１９０ 園へお問い合わせください
５３６-３９８６ ★随時、幼稚園事務室に連絡

立川かしの木

幸町５-４３-１１

キンデルガルテン松中

一番町６-１２-１

５３６-２７４２ ★月・火・水・金10:00～12:00(不定期未開放あり。要問合せ)
５３１-６８００ ★なし

藤

上砂町２-７-１

５３６-４４１３ ★なし

立川市隣接市
費用は１時間(月～金：午前７時～午後７時)７００円
※土曜・日曜・祝日・夜間・早朝９００円
※病気回復期９００円
継続的な利用のほか、１回のみの利用もできます。
利用の際は、事前に入会手続きが必要です。

利用中はお子さんから
目を離さないでください

５２７-７９２４ ★なし
５２２-４９４７ 園へお問い合わせください

園名
武蔵みどり幼稚園

住所
武蔵村山市
大南3-90-5
国立市北3-37-4

東立川幼稚園
育成会
武蔵村山市
ひまわり保育園 大南3－94－1

在園児の多くが立川市民だそうです。

℡

情

報

５６４－９２４５ 園へお問い合わせください
５２２－４９１８ ★1/26(土)2/16(土)3/9(土)9:00～11:30
５６４－３５４４ ★9:30～12:00

随時。事前連絡不要。職員に声をかける

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。

一時あずかり保育室
みらいっこ

保護者の方の短時間就労や通院、
リフレッシュなど理由を問わず、
お子さまを一時的におあずかりします。

○ご利用対象
立川市在住の生後５７日から就学前の、
集団生活が可能なお子さま

＊くるりん子育てひろば
＊一時あずかり保育室みらいっこ
＊子育て支援啓発
３つの事業を行っています。
事業についてのお問い合わせは
０４２－５２９－８６６４まで、お気軽にどうぞ！

○保育時間
日曜日～土曜日の８：３０～１７：００の間で必要な時間帯
（１２：００～１５：００お昼寝時間）
日数制限：週３日・月８日
お休み：原則毎月第三月曜日・年末年始

○定員
１日１０名程度
○利用料金
４時間以内２０００円/４時間以上４０００円
※延長料金：５００円/３０分

くるりん
子育てひろば

子育てひろばは乳幼児親子が遊びながら、
交流する場です。
育児などの相談も受け付けています。

○ご利用までの手順
①電話または窓口で登録面接会を予約
②登録説明会に参加する
(持ち物：親子写真・筆記用具・乳児医療証)
③初回利用（２時間/有料)
④ご希望の日程での利用開始

○ご利用になれる方
乳幼児とその保護者
○定員
２０組４０名
○開館日
水・木・金・土・日
(お休み：月・火・年末年始)
○開館時間(年齢によって異なります)
９時～１２時 おおむね１歳半からの乳幼児(あんよ)
１２時～１５時 おおむね１歳半までの乳幼児（ねんね）
※兄弟姉妹の方は午前中をご利用ください

○ご利用方法
開館日に直接ひろばへお越しください。
登録カードと名札の記入をお願いします。
(母子手帳または乳児医療証をお持ちください）
○くるりんタイム
手遊び・歌・製作・絵本・体操などを楽しみます
１１：３０～１１：４５/１４：３０～１４：４５
※くるりん子育てひろばは乳幼児親子の
出会いの場を提供しています。
衛生面・安全面には十分配慮してご利用ください。

子育て支援啓発
ニーズに応じてイベントや講座を実施したり
情報誌ほほえみを発行等の
地域の親子をサポートしています。

＜実施予定のイベント＞
掲載していないイベントや講座の情報は、 "みらいだより"・
広報たちかわ・子ども未来センターＨＰにてご確認ください。

○ホースセラピー
可愛いリトルホースと触れ合おう！
対象：0歳～未就学児とその保護者
＜年度内開催予定＞3/14
いずれも第二木曜14:30～15:20(受付15:00迄・申込不要)
(混雑状況によってはお待ちいただく場合があります)
※諸事情により中止になる場合があります。子ども未来センターＨＰ
(当日12時頃更新予定)または子育て支援事務室窓口(貼り紙)にて
ご確認ください。(お電話でのお問い合わせはご遠慮ください)

○いちごクラブ
手形足形スタンプ・身長体重測定が自由に出来ます！
対象：立川市在住で生後57日目～1歳の誕生日前までの
子どもとその保護者
日時：1/9,2/6,3/6 13:15～14：15

♡

ほほえみメンバーのランチスポット紹介

♡

マユール
北⼝の⽴川グランドホテルのすぐそばのカレーやさん。
窯でナンやお⾁を焼いている様⼦が⾒られるよ。
⼦ども⽤椅⼦やキッズメニュー、トイレにはおむつ替え台
とチャイルドシートもあるから、⼦どもと⼀緒でも安⼼し
て⾏けるよ。1歳半の息⼦はキッズメニューがお気に⼊り
で⽢⼝カレーとナンをペロリと平らげたよ。⼤⼈には選べ
るカレーセットがおすすめ。たくさんあるカレーの中から
好きなものを選べて、⾟さも調節してもらえるよ。
店内は広々しているから、お友達といっしょでもゆったり
⾷事することができるよ(^^)/

キッズチェア◎ キッズメニュー◎
おむつ替え台◎ ベビーカー⼊店◎
お座敷× ⼦ども⽤⾷器◎

キッズメニュー↓
デザートとおもちゃも付くよ。

⽴川市曙町2-16-6 テクノビル1F
042-523-0410
AM11︓00-PM11:00 定休⽇なし

２０１９年度ほほえみ編集メンバー募集 (*^^*)
☺ 募集要項 ☺
＊対象 0歳〜6歳までの⼦育て中のママ
＊任期 1年（活動期間は2⽉〜１１⽉頃の予定）
＊活動場所 主に⼦ども未来センター
＊募集⼈数 5名程度（応募多数の場合は抽選）
＊備考 企画編集を担当してもらいます。無償ボランティアです。交通費等は⾃⼰負担となります。
＊応募⽅法 「⽒名・⼦ども全員の名前と年齢・住所・電話番号・応募理由」を書いて、
kiratto@roukyou.gr.jpまでメールしてね︕
＊応募締め切り 1⽉20⽇（⽇）
＊第1回編集会議の⽇時や場所は以下の通りです。
⽇時︓2019年2⽉5⽇（⽕）10〜12時
場所︓⼦ども未来センター＜⾒守り保育有＞

☆編集後記☆
1年間ありがとうございました。
初めは編集がうまくいくか不安もありまし
たがみんなで協⼒しながらほほえみを作っ
ていく時間がとても楽しかったです(*'▽')
⽴川のことを沢⼭知ることができ親⼦とも
ども充実した１年になりました。
みか

終わってみると１年間あっという間でし
た。編集作業を通して、地域のことや育
児のことを知ることができて、とても楽
しかったです♪メンバーにも恵まれ、2週
間に1回の会議は息抜きにもなりました。
1年間、読んでいただきありがとうござ
いました。
さやの

編集をスタートした時、娘はまだ３ヵ⽉。
私も⽴川に越してきたばかりで、右も左も
わからない。そんな中、編集作業を通して
沢⼭の役⽴つ情報を教えてもらいました。
感謝です︕これからもほほえみに助けられ
ながら、育児がんばります。
ありがとうございました。
ゆき

ほほえみ

⼦育て情報誌

あっという間の1年間︕
毎⽉数回集まっていたから、寂しいです。
会うたびにみんなと仲良くなって、息⼦
も楽しそうでした♪
家事と育児の合間の編集作業は⼤変なこ
ともありましたが、良い経験になりまし
た☆ありがとうございました︕ ゆきの
みなさん１年間ありがとうございました︕
パソコンが苦⼿で不安しかないスタートで
したが、メンバーに助けて貰いながら楽し
んで編集に携わることができました︕
夜な夜な記事を書くのが⼤変でもあり、楽
しくもありました︕携わっていただいたす
べての⽅に感謝です。
さなえ

2019年1⽉発⾏

次号は2019年6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︓
☆設置場所︓
☆バックナンバー︓

⽯⽥雪乃 ⽯濱沙弥乃 荻島早苗 嶋根祐季 ⼋幡実佳
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
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⇒

