体育施設等で行われている事業（※体育館では室内履き持参）
☆秋川体育館 ⇒秋川体育館 ℡ ０４２（５５９）１１６３
▽「親子のびのび体操教室」 毎週月曜日、9 時～11 時

あきる野市子育て支援情報通信

対象：市内在住、在勤の保護者とその子ども（未就学児） 親子でのびのびと自由に遊べる場所を開放し、交流の場を提供
する。月 2 回指導員が参加し、活動をサポートする。
☆五日市ファインプラザ ⇒℡ ０４２（５９６）５６１１ http://www.tama-spo.com/itsukaichi/
▽「親子自由開放」 毎週火曜日 9 時～11 時
対象：幼児とその保護者
色々な遊具を用意し、親子で自由に遊べる場所を開放し、交流の場を提供する。
☆ＡＳｐｏｒｔ（あきる野総合スポーツクラブ） ⇒℡０４２（５９５）５１９０ http://www.asport.jp.net/

▽「ちびっこスポーツパーク」 有料（初回のみ無料体験有） 対象：1～３歳 秋川体育館
毎週水曜日(第 4 水曜日はお休み)、9 時 30 分～10 時５０分

会場にさまざまな用具を用意し、幅広く楽しく運動する。

▽「キッズスポーツパーク」 有料（初回のみ無料体験有） 対象：年少～年長
毎週木曜日、15 時 15 分～16 時 30 分

秋川体育館

運動の基礎となるメニューを行い、子どもたちの気持ちの表現を促す。

▽「あきる野 FC キッズ」 有料（初回のみ無料体験有） 対象：年中～年長 秋川体育館
毎週水曜日、15 時 15 分～16 時 30 分

ボールを蹴ったり、走ったりしながらプレーを楽しむ。

▽「kidｓヒップホップ入門」有料（初回のみ無料体験有） 対象：年中～年長 秋川体育館
毎週金曜日、１５時３０分～１６時３０分 音楽に合わせ全身を使って表現をする楽しさや喜びを感じる
☆五日市クラブ（五日市総合型地域スポーツクラブ）⇒℡０８０(２３９２)1212 http://itsukaichiclub.com/

▽｢エンジョイサッカー｣ 有料（初回のみ無料体験有） 対象：年少～年長 山田グランドテニスコート
毎週水曜日、15 時 10 分～16 時 10 分

みんなで楽しくボール遊びとサッカーを行う。

▽｢キッズチアダンス｣ 有料（初回のみ無料体験有） 対象：年中～年長（年少は要相談） 五日市ファインプラザ
毎週木曜日、17 時～1８時

元気いっぱいポンポンを持って楽しく踊ります。

▽｢遊びのクラブ｣ 有料（初回のみ無料体験有） 対象：年長 五日市会館
毎週金曜日、16 時～17 時

るのキッズ通信 夏号（平成２９年度７～９月）

http://www.tama-spo.com/akigawa/

発行：あきる野市子ども家庭支援センター子育て支援事業係
問い合わせの上、ご参加ください。
（駐車スペースが限られているところもあります。）なお、記載文については、多く
の情報を市民の方々にお伝えしたいため、簡潔な文にて記載させていただいておりますので、ご了承ください。

☆子育てに関する相談窓口
▽乳幼児の育児相談 ⇒健康課母子保健係 ℡ ０４２（５５８）５０９１
【五日市保健センター】7/6、8/3、9/7

受付：9 時 45 分～１０時 20 分

【あきる野保健相談所】乳児：7/10、８/14、9/11
ふれあい広場

幼児：7/13、8/17、9/14

受付：９時～１０時 30 分

幼児の育児相談時に開催。10 時 30 分～11 時 30 分

7/13、8/17 は水遊び（濡れてもよい服装か水着の用意をお願いします）
、9/14 骨密度測定とミニ講座

▽就学前から高校生までの心や身体の成長発達、学習や進路等の相談 ⇒教育相談所
℡ ０４２（５５８）６４４４【秋川】
℡ ０４２（５９６）６４６０【五日市】
▽赤ちゃんから１７歳までの子育て総合相談 ⇒子ども家庭支援センター相談係
℡ ０４２（５５０）３３１３
▽子育て支援情報等に関する総合窓口⇒子育て支援総合窓口 ℡ ０４２（５５０）３３５５
☆乳幼児の講座（健康課母子保健係） ℡ ０４２（５５８）５０９１ ※事前に申し込みが必要
▽「にこにこ離乳食教室」 10 時 15 分～11 時 15 分 ※広報掲載後より受付開始（土日祝日を除く）
【ごっくんコース】対象：おおむね 4～6 か月 7/2７、8/2４、9/2８
【もぐもぐコース】対象：おおむね 7～8 か月 ８/２、 【かみかみコース】対象：おおむね 9～11 か月

▽「むし歯予防教室」 9 時 45 分～11 時

対象：8 か月～2 歳 1０か月

８/９

7/2４、9/2５

遊びの中で子どもの運動能力を向上させる

▽｢Enjoy English｣ 有料（ワンコインでの体験有） 対象：年長 五日市ファインプラザ
月曜日（月 2 回）
、15 時 30 分～16 時 30 分 ゲームや遊びを取り入れながら英語力と自己表現力を身につける
▽「アクロバット体操」有料（ワンコインでの体験有） 対象：年長 五日市ファインプラザ

水曜日（月１回）
、１７時～１７時５５分 マット運動の基礎から応用まで指導します
☆図書館で行われている事業
⇒○
中 中央図書館 ℡ ０４２（５５８）１１０８
エ 東部図書館エル ℡ ０４２（５５０）５９５９
○
五
五日市図書館
℡０４２（５９５）０２３６
増
○
○中央図書館増戸分室 ℡ ０４２（５９６）０１０９
▽「ひよこのおはなし会」 ⇒○
中○
エ○
五 対象：乳幼児とその保護者 絵本の読み聞かせや手遊びを行う。
▽「子ども映画会」 ⇒○
五 対象：幼児・児童 絵本に関連した映画の上映と関連図書の展示を行う。
▽「わらべうたのじかん」 ⇒○
中○
エ○
五 対象：乳幼児とその保護者 わらべうたや手遊びを行う。
▽「つくってあそぼう！こうさく会」 ⇒○
エ 対象：幼児・児童
工作をする
詳細はホームページ http://www.library.akiruno.tokyo.jp/index.asp で確認を。

☆児童館で行われている事業
▽「児童館事業」 対象：18 歳未満 月曜日～土曜日 9 時～17 時 30 分 各種教室・クラブ活動などを行う。
⇒多西児童館 ℡ ０４２（５５８）６２３０
若竹児童館 ℡ ０４２（５５８）６２３１
若葉児童館 ℡ ０４２（５５９）３９６７
南秋留児童館 ℡ ０４２（５５９）４６４６
屋城児童館 ℡ ０４２（５５８）５２８８
一の谷児童館 ℡ ０４２（５５８）０２６６
前田児童館 ℡ ０４２（５５８）７３３１
草花児童センター ℡ ０４２（５５８）３１１２
五日市児童館 ℡ ０４２（５９６）６７５３
五日市児童館増戸分館 ℡ ０４２（５９６）６９９９
▽「幼児クラブ（登録制）」 対象：2 歳児（今年度中に３歳になる幼児）から 4 歳児までの親子 ⇒各児童館
金曜日（7 月は第 1・2 金曜日のみ・8 月は除く）定員おおむね 20 組。定員になり次第締め切ります。
毎月第 1･3 金曜日；若竹児童館・一の谷児童館・前田児童館・五日市児童館
毎月第 2･4 金曜日；南秋留児童館・屋城児童館・草花児童センター・五日市児童館増戸分館
10 時～11 時 30 分 リトミック、お話会、自主的な活動等を行う。
▽「よちよちタイム」 対象：市内在住、在勤の親とその子ども（1 歳前後の乳幼児）
[次号]は 9 月下旬に発行
水曜日（7 月は第 1・2 水曜日のみ実施・8 月は除く）
予定です！ホームページ
多西児童館；毎月第 1･3 水曜日、若葉児童館毎月第 2･4 水曜日
でもご覧になれます！
１0 時 30 分～11 時 30 分 自由遊び、手遊び、パネルシアター等を行う

☆乳幼児の講座（子ども家庭支援センター 子育て支援事業係） ℡ ０４２（５５０）３３６１※事前申し込みが必要
▽「初めての赤ちゃんとのかかわり」 対象：3～６か月、第 1 子対象 ３回コース
【2 期】８/２１、８/３１、９/１１
▽「リズム de あそぼう！」 対象：1 歳 9/5

※申し込みは 8/16～

2、3 歳 9/28

※申し込みは 9/２～

▽「楽器で遊ぼう」 対象：1、2 歳 7/21 ※申し込みは 7/３～
▽「産後ママのストレッチ＆マッサージ」 対象：産後半年～１年未満 9/1５ ※申し込みは 9/２～
▽「ベビーマッサージ」 対象：3～7 か月 8/2５ ※申し込みは 8/2～
☆子育てひろば 子育て相談や子育てサークル活動の場の提供、講習会実施等
▽「秋川あすなろ」 ℡ ０４２（５３２）３８１１ 秋川あすなろ保育園※対象：未就園児 子育て相談 主に月曜日 子
育て中の方９時３０分～１２時、１４時～１６時。自由利用・サークルでの利用可 月・水・金曜日 ９時３０分～１１
時３０分、１３時～１５時。子育て講座（月 2 回）手遊び、製作等 ※日程や内容は問い合わせ
▽「にしあきる」 ℡ ０４２（５５８）１１０５ 西秋留保育園 ※対象：未就園児 9 時～15 時 月～金曜日 自由利
用、子育て相談。10 時～11 時３０分 育児講座、保育所体験については火曜日（指定日）※日程や内容は問い合わせ
▽「いつかいち」 ℡ ０４２（５８８）５５２４ 五日市保健センター 自由利用 10 時～15 時 月～金曜日、第 2、4
土曜日・誕生会、お話し会、リトミック、栄養相談、おやつ試食、リラクゼーション講座等 ※詳しい内容は問い合わせ
▽「るぴああきる野っ子」 ℡ ０４２（５３３）３８１８ あきる野ルピア１階 自由利用１０時～１５時 月～土曜日（祝
日を除く）※ルピア休業日（第３水曜日）はお休み
体を動かしてあそぼう、赤ちゃんタイム、子育て相談等（申し込み不要）※詳しい内容は問い合わせ

☆あきる野市社会福祉協議会 ⇒℡ ０４２（５９５）９０３３ http://www.akiruno-shakyo.or.jp/
▽子育て応援サロン「ファンファン」 対象；子育て中の親（祖父母、妊婦含む）とその子ども、地域住民等
7/1２、8/９、9/１３
10 時～12 時 秋川ふれあいセンター2 階寿の間
子育て中の親子同士の交流やゆっくり楽しい時間が過ごせる場を地域全体で支援

☆ファミリー・サポート・センター ⇒℡ ０４２（５５０）３８５５
▽「事業説明会」 対象：地域において、育児の援助をしてほしい方と、育児の援助をしたい方
7/１５、8/2１、9/１５

10 時 30 分～11 時 30 分に実施

あきる野ルピア２階子ども家庭支援センター会議室

☆わいわいくらぶ（児童発達支援） ⇒℡ ０４２（５１８）７６３３
http://www.akigawa-net_org/index.html
▽「わいわいルーム」 対象：未就学児 ７/１３、９/１４、９/２８ 10 時～12 時 児童発達支援のプログラム体験、育児
相談等

☆五日市保育園 ⇒℡ ０４２（５９６）０３３９
http://fukushi.unchusha.com/itsukaichi/
▽「園開放」 対象：未就園児 ※事前に申し込みが必要
7/2６、8/3０、9/2７ 10 時～11 時 30 分

園庭遊び、制作など

園庭遊び、制作等を楽しむ
☆五日市わかば保育園
⇒℡ ０４２（５９６）３４７２
http://i-wakaba-hoikuen.com/index.php
▽「汽車ポッポクラブ」 対象：未就園児 10 時～11 時 30 分
7/21 ひまわりコンサート、ハンドベルコンサートをお楽しみ下さい
9/21 園庭とホールを開放。クラスに入り体験保育。
▽「子育て相談」 対象：就学前のお子さんをお持ちの方 常時 10 時～15 時
家庭における育児全般の相談を電話で応じる。面談については予約が必要。

保育園・幼稚園等の未就園児事業
☆秋川文化幼稚園 ⇒℡０４２（５５８）５７７３
http://www.akigawabunka.jp/
※事前に申し込みが必要
７/３ ベビーマッサージ １０時３０分～１１時３０分 対象：生後２か月～１歳未満の親子

▽「いちごクラブ」

７/１０ ハワイアンリトミック １０時３０分～１１時３０分 対象：１歳前半～２歳くらいの親子
９/９ お祭り広場 １０時～１２時 対象：未就園児親子 園庭に先生たちの楽しいお店が並びます

▽「チャイルド教室」 有料 ２歳児プレ教室（定員あり） ※事前に申し込みが必要
月～金曜日

９時３０分～１３時３０分（給食付）満３歳児入園可（バス利用可）

もくいく

▽「木育ひろば０・１・２」 対象：乳児～２歳ぐらい（親子）※いちごクラブに登録を

☆光明第六保育園 ⇒℡ ０４２（５９６）１３０３

すると開放日をメールでお知らせします。多摩の木を使った遊び空間（赤ちゃん

http://koumyou6.net/index.html
▽「ひかりっこくらぶ」 対象：1～5 歳の未就園児 ※事前に申し込みが必要
10 時～10 時 30 分 リトミック ※日程は問い合わせ
▽「保育所体験」 対象：0～5 歳児の未就園児 ※事前に申し込みが必要
10 時～12 時 月～金曜日 園児と一緒に保育園での生活を体験する
▽「園庭開放」 対象：0～5 歳児の未就園児
月～金曜日 10 時～16 時（１２時３０分～１５時を除く）
▽「夏祭り」 ７/８

ハイハイコーナー・木に囲まれた授乳室・木のトンネルや滑り台など）

☆増戸保育園 ⇒℡ ０４２（５９６）４６２７
http://www.masuko-hoikuen.com/
▽「はだしキッズクラブ」 対象：未就園児
第 2、第 4 水曜日（変更あり）
9 時 50 分～11 時 保育体験、園庭遊び、製作、行事体験
▽「園庭開放」対象：ママと 1 歳以上の歩けるお子さん

☆秋川幼稚園 ⇒℡ ０４２（５９６）０６３０
http://akigawa.ed.jp/
▽「ぴよぴよらんど」 対象：満２歳 有料 ※事前申し込みと面接あり
１日コース(月曜日又は、火曜日)・２日コース（水・木曜日）
9 時 15 分～11 時 30 分
親から離れ、友だちと遊び、幼稚園での集団生活を身につける
▽「にこにこキッズ」 対象：２歳～就学前
保険料のみ有料
9 時 30 分～11 時 30 分 ※日程については園に問い合わせ

☆誠和保育園 ⇒℡ ０４２（５９６）３３０１
http://seiwa-kids.jp/
対象：未就園児 毎週火曜日(8 月は除く)
10 時～1１時３０分頃 在園児や保護者同士の交流、育児・保健相談を行う
▽「園庭開放」 通年実施 8 時 30 分～16 時 30 分

▽「つくしんぼ」

☆公立保育園の事業 ⇒屋城保育園 ℡ ０４２（５５８）１１０６
神明保育園 ℡ ０４２（５５８）１１０７
すぎの子保育園 ℡ ０４２（５９５）０４５０
▽「ちびっ子ひろば」 対象：未就学児
7/５、9/６屋城保育園・すぎの子保育園
7/1２、9/１３神明保育園
10 時～11 時 15 分 ホール内でふれあい遊び等。子育て相談にも対応。
▽「園庭開放」 月～土曜日 10 時～15 時（行事等で開放出来ない日もある）

http://www.kororinmura.org/
▽「園庭開放」 対象：2 歳児以上 ※事前に連絡が必要・雨天中止
７/５、９/５ 10 時～11 時 30 分
▽「入園説明会」 9/９ 10 時～12 時
▽「写真展」 8 月予定 ※日程については問い合わせ

☆草花保育園 ⇒℡ ０４２（５５８）７８１１
http://www.ans.co.jp/n/kusabana/
▽「いちょうの会」 対象：満 1 歳以上の未就園児とその保護者
毎月第２、４火曜日 10 時～11 時 30 分 園庭・ホール開放、園行事の参加、
育児情報の交換、園児との交流、保育所体験
▽赤ちゃんサークル『ひまわり』」 対象：生後 3 か月～12 か月の乳児とその保護者
毎月第２、４火曜日 10 時～11 時 30 分
園庭・ホール開放、保護者同士の
情報交換と交流、看護師による育児相談、離乳食の話や試食

☆くさばな幼稚園 ⇒℡ ０４２（５５８）３０１８
☆あきる野こどもの家 ⇒℡

０４２（５５０）６２４５

http://www.akiruno-ch.jp/
▽「ママとベビーのリラクゼーションとマタニティケア」 ※事前に申し込みが必要
対象：ママと 1 歳未満の赤ちゃん、安定期に入っている妊婦
9/1２ 10 時 15 分～11 時 15 分
産前産後のママの体のケア、安定期に入っている妊婦のむくみ対策
▽「ママと一緒に保育園体験」 対象：1～2 歳児
7/2１、9/2２ 10 時～11 時
※事前に申し込みが必要
リトミック体験や園庭で遊び、ママと一緒に保育園の活動を体験する
▽「園庭開放」 対象：ママと 1 歳以上の歩けるお子さん※事前に申し込みが必要
平日 10 時～11 時(1～2 歳児)、15 時～16 時（3～5 歳児）
園庭で同年齢の子どもと一緒に遊ぶ

☆ウッディキッズ ⇒℡ ０４２（５５０）０３３０
▽「子そだてカフェ 秋川のひろば」 ℡ ０４２（５５9）４８３３
（秋川駅南口前）月～土曜日、10 時～20 時 ※定休日あり
対象：子育て中の方、子育てを応援する方々、どなたでも利用可。
喫茶・ショップ：10 時～13 時 飲食物の持ち込み可。オリジナル雑貨等の販売。
店舗貸し切り：有料 13 時～20 時 子育てサークル達家族とのパーティーなどに利
用可。※事前に連絡が必要

http://www.ans.co.jp/k/kusabana
▽「なかよし学級」 対象：乳児（０歳）より就園前まで
毎月第 1・第３木曜日
10 時～11 時 30 分 園庭・ホール開放、親同士・園児との交流、おやつ有
▽「にじ組」有料 対象：2 歳児 週１回・２回コース ※入会手続き必要
9 時～1１時 30 分（給食なしの場合）
、９時～１２時４５分（２学期以降給食希
望の場合）
、満 3 歳入園可（通園バス・給食・預かり保育利用可）

☆すもも木幼稚園 ⇒℡ ０４２（５５８）８５９３ http://sumomoki.ac.jp
▽「すもも木パーク」
パンダ組(2 歳児) ７/５

10 時 30 分～11 時 30 分 親子でダンス、制作等
▽「うさちゃんクラス」 有料 対象：2 歳児(H２６.４.２～H2７.4.1 生まれ)
8 時 30 分～1１時（又は 1４時）月・木クラス※事前に申し込みが必要
教育ノウハウを活かし楽しく遊びながら集中力、思考力、創造力等を身につける

☆秋川あすなろ保育園 ⇒℡

０４２（５５８）８２９９

http://www.a-asunaro.com

▽「園庭開放」 対象：乳幼児とその保護者 9 時 30 分～11 時 30 分 月～金曜日
※事前に申し込みが必要

☆みどりの園 ⇒℡ ０４２（５５０）９５７０
http://happy-midorinosono.kids.coocan.jp

☆多摩川幼稚園 ⇒℡ ０４２（５５８）０２１８
http://tamagawa-kids.jp/
▽「たんぽぽ広場」 対象：2 歳～入園まで
10 時 30 分～11 時 30 分
7/４、8/2６、9/５、９/３０（８/２６、９/３０は申し込みが必要なイベント）
▽「たんぽぽベビー」 対象：10 か月～2 歳未満
7/1２、9/６ 10 時～11 時
▽「ひまわりクラブ」（親子クラス） 有料 対象：H２５.４.２～H2７.８.３１生まれ
金曜日 10 時～1１時 40 分 定員：20 名 ※事前申し込みが必要
▽「ひまわりベビー」（親子クラス） 有料 対象：H2７.4.2 生まれ～3 ヶ月
木曜日 10 時～1１時 40 分 定員：2５名 ※事前申し込みが必要
▽「うさぎ組」 有料 対象：H25.４.2～H２７.４.1 生まれ※事前申し込みが必要
週１コース 火～金曜日で 1 日選択 定員：14 名
週２コース 月・木クラス、火・金クラスから選択 定員：１６名
９時 30 分～11 時 30 分（又は 12 時 30 分）※水曜日は 11 時 30 分

☆よつぎ第一保育園 ⇒℡ ０４２（５５８）７２２１
☆よつぎ第二保育園 ⇒℡ ０４２（５５９）０５１５
http://www.yotsugi.or.jp
※29 年度は園舎立て替えの為、一時休止させていただきます。

☆ころりん村幼児園 ⇒℡ ０４２（５５９）４５２２

http://www.yotsugi.or.jp

▽「園庭開放“よっといで“」 対象：未就園児※当日の朝９時３０分までに連絡必要
毎週火曜日

10 時～11 時 遊具を使って園児と遊ぶ。

▽「オープンガーデン」 対象：0 歳～2 歳 毎週火・木曜日
10 時～11 時 30 分 園庭で遊ぶ

☆東秋留保育園 ⇒℡ ０４２（５５８）１１０４
▽「ちびっこひろば」 対象：0 歳児～未就園児
8/３、9/８ 10 時～11 時 15 分 色々なおもちゃで親子遊びを楽しむ。保護
者同士の交流の場。 ※当日 9 時 30 分までに電話連絡が必要
▽「園庭開放」 対象：0 歳児～未就園児 毎週火曜日 10 時～11 時 30 分
遊具で遊ぶ等、園庭で過ごす。

※当日 9 時 30 分までに電話連絡が必要

☆ほうりんじ幼稚園 ⇒℡ ０４２（５５８）９０６７
http://www.ans.co.jp/k/hourinji/
対象：6 か月～1 歳半の未就園児
7/４、9/１２、9/1９、9/2６
9 時 30 分～10 時 20 分 親子でリズム遊び、製作等
▽「わくわく広場」 対象：１歳半からの未就園児
日程はどんぐり広場と同日
10 時 30 分～11 時 30 分 親子でリズム遊び、製作等
▽「そら組」有料 対象：満 2 歳になった翌月から ※事前に申し込みが必要

▽「どんぐり広場」

週１日コース木曜日、週２日コース水・金曜日
※詳しくは園に問い合わせ

定員各１２名

