稲城市子ども家庭支援センター
向陽台分室

発行

向陽台・長峰地域

電話：042-370-0106
★あそびの広場★

稲城市子育て地域支援

★こまざわ幼稚園★【要予約】

本パンフレットの施設・支援事業のご紹介は一部です。

ようちえんであそびましょう！

皆様の子育てにご活用いただきたいと思います！

所在地：向陽台 3-3

毎月のイベント情報は「地域カレンダー」に掲載しています。

電話：042-378-6966

感染症などで変更の場合もありますので、詳細については各施設に

つくってあそぼう、リズムあそび、パネルシアター
お誕生会、プチ講座、栄養講座、向陽台ふたごの会
マタニティさん＆歳児別あつまれ！
所在地：向陽台 3-2 向陽台小学校敷地内
電話：042-370-0106

お問い合わせください
★城山保育園★ 【要予約】

東長沼・大丸地域

（稲城市子ども家庭支援センター向陽台分室）

★城山児童館★

★第四児童館★

園庭開放、身体測定

【要予約】
：幼児のひろば、親子リトミック

所在地：向陽台 6-4

★いなぎのぞみ保育園★

跳んでみよう♪ミニトランポリン、

電話：042-378-4680

園庭開放、身体測定

キッズカーでドライブの日！

城マップロードの日、城マップラインの日

お楽しみ工作

出張あそびの広場はぐはぐ、子育てサポーターの日

トランポリンで遊ぼう！

所在地：大丸 593-14

所在地：東長沼 271（第四文化センター内）

出張あそびの広場はぐはぐ、子育てサポーターの日

電話：042-401-7470

電話：042-377-4406

所在地：向陽台 6-7（城山文化センター内）

良い

【要予約】
：みんなであそぼう！、ズンバ、幼児体操
リズムと音がいっぱい♪、カンガルーヨガ
大きなおもちゃの日、ドミノの日

電話：042-379-5411
★大丸地区会館★

★地域振興プラザ★

出張あそびの広場はぐはぐ
所在地：大丸 251
＊上記事業のお問い合わせ先＊
稲城市子ども家庭支援センター向陽台分室
電話：042-370-0106

★中央図書館★ 【要予約】
★大丸ゆうし保育園★
【要予約】
：さくらんぼの会
いちごの会、ももの会
園庭開放、身体測定
所在地：大丸 82-4

おひざにだっこのおはなし会
えほんのじかん
本であそぼうアニマシオン
所在地：向陽台 4-6-8
電話：042-378-7111

電話：042-377-6249
★第四図書館★ 【要予約】
おひざにだっこのおはなし会、えほんのじかん

★コマクサ幼稚園★

所在地：東長沼 271（第四文化センター内）

【要予約】
：おやこであそぼう

電話：042-378-2401

園庭開放『ぽっかぽか』
所在地：大丸 68-1
電話：042-377-1454

★もみの木保育園

長峰★ 【要予約】

もみの木クラブ（身体測定）
園庭開放
所在地：長峰 2-10
電話：042-331-7505

★向陽台保育園★
【要予約】
：こんにちは赤ちゃん、ようこそ保育園、地域学習会
園庭開放
所在地：向陽台 5-8
電話：042-378-7790

矢野口・押立地域

平尾・坂浜地域

★第二児童館★

★しおどめ保育園稲城★

【要予約】
：キラキラの日、ペルビックストレッチ

★はなぶさ幼稚園★【要予約】

ましゅまろ広場、ママカフェ、出張あそびの広場はぐはぐ

幼稚園であそぼう

子育てサポーターの日

所在地：平尾 2-9-11

園庭開放

所在地：矢野口 1780（第二文化センター内）

電話：042-331-1711

所在地：坂浜 943

電話：042-379-9573

★梨花幼稚園★ 【要予約】
園庭・保育室開放、りかっ子クラブ
所在地：押立 392
電話：042-377-6807

【要予約】:親子ふれあい遊び、季節の制作
身体測定、 子育て相談【随時】

電話：042-331-1888

★青葉幼稚園★

★第三児童館★

園庭開放

【要予約】
：親子リトミック教室、トランポリンの日、ベビーヨガ

所在地：矢野口 645

幼児のひろば、出張あそびの広場はぐはぐ、子育てサポーターの日

電話：042-378-1217

所在地：平尾 1-20-5（第三文化センター内）
電話：042-331-0230

★矢の口幼稚園★

★松葉保育園★

★ひらお保育園★ 【要予約】

ちゅうりっぷクラブ

【要予約】
：ひまわりの会、親子 de ランチ

一緒に遊ぼう、身体測定、園医さんの健診

所在地：矢野口 1753

園庭開放

ベビーマッサージ、わらべうた

電話：042-377-7654

所在地：矢野口 2065

離乳食講座、制作の日

電話：042-377-3184

所在地：平尾 3-1-23

【要予約】
：子育てサロン
親子ふれあい広場
電話：042-370-2880

ピーターパンクラブ
所在地：平尾 3-7-5
電話：042-331-5511

電話：042-331-5019

★チャイルドケアセンター★

★平尾わかば幼稚園★【要予約】

★第二図書館★ 【要予約】
★第五保育園★

おひざにだっこのおはなし会、えほんのじかん

【要予約】
：施設見学、体験保育、わくわくぱーく

所在地：矢野口 1780（第二文化センター内）

園庭開放、出前保育、身体測定

電話：042-377-1866

所在地：平尾 4-45-2
電話：042-331-3817
★中島ゆうし保育園★
【要予約】
：室内開放、保育所体験、ルントカフェ、講座
園庭開放
所在地：矢野口 256
電話：042-377-3725

★第三図書館★ 【要予約】
おひざにだっこのおはなし会
所在地：平尾 1-20-5（第三文化センター内）
電話：042-331-1439

百村・東長沼地域

若葉台 地域

良い
★地域振興プラザ★

★城山保育園

出張あそびの広場はぐはぐ

★i プラザこどもエリア★

【要予約】
：ぱんだ組開放

所在地：東長沼 2112-1

【要予約】
：おやこ体操教室
ポンポン！トランポリン、のりものいっぱい、おひさま
出張あそびの広場はぐはぐ、子育てサポーターの日

＊上記事業のお問い合わせ先＊
稲城市子ども家庭支援センター向陽台分室
電話 042-370-0106

所在地：若葉台 2-5-2（i プラザ内）

南山★

保育園で遊ぼう会、園庭開放
所在地：百村 1461-1
電話：042-401-6442

電話：042-331-1741
★本郷児童館★
親子体操クラブ、リトミック♪、ほんごうらんど♪、
★i プラザ図書館★

【要予約】

ゆうしとあそぼ、おおくなったかな？（身体測定）

おひざにだっこのおはなし会、えほんのじかん

出張あそびの広場はぐはぐ、子育てサポーターの日

所在地：若葉台 2-5-2（i プラザ内）

所在地：東長沼 2115-2

電話：042-331-1731

電話：042-378-6500

★若葉台バオバブ保育園★
【当日電話受付】
：ひろばの日、身体測定＆相談
【要予約】
：赤ちゃんの会、ふたごの会

★メリーポピンズ稲城ルーム（本園）★

★第一図書館★ 【要予約】

青空保育（保育園の子ども達と一緒に

おひざにだっこのおはなし会

遊びましょう）

離乳食相談、あかちゃんフリマ
所在地：若葉台 4-17

所在地：東長沼 2111

所在地：百村 1607-3 稲城駅前 KM ビル２F

（中央文化センター

電話：042-379-9826

電話：042-377-2123

3 階）

電話：042-331-6258

★本郷ゆうし保育園★
★もみの木保育園

若葉台★

【要予約】

もみの木クラブ（身体測定）
、園庭開放、足形アート
離乳食乳児食試食会、子育て食育講座、もみの木食堂
所在地：若葉台 1-54
電話：042-350-6300

★サザンヒルズこども園★
【要予約】
：子育てサロン（身体測定）

【要予約】
：どんぐりの会
くるみの会、身体測定

園庭開放

園庭開放

所在地：百村 1461

所在地：東長沼 2115-2

電話：042-401-5133

電話：042-401-6951

