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園庭開放・イベントに行ってみよう！ 

 

 
 

 

 

 保育所名 子育て支援事業（行事・講座等） 園庭開放 プール・水遊び 

認
可
（
公
立
） 

第一保育園 

本町 

「みんなであそぼう」・・・人形劇、季

節行事、プール開放等 

新米ママさん応援団、出前保育、本町

子育てひろばにて発育測定、栄養・保

健相談、離乳食講座 

月～金曜日 

9:30～12:00 
７～８月の火曜日

のうち数回 

11:00～12:00 

第二保育園 

萩山町 

  「わいわいキッズ」・・・人形劇、プー 

ル ル開放、季節行事、半日保育体験等／ 

園で簡単クッキング会、発育測定 

   萩山子育てひろば「どんぐり」・萩山お 

    ひさま・栄町児童館（育児相談や給食 

    展示） 

月～金曜日 

9:30～12:00 ７～８月の水曜日

のうち数回 

11:00～12:00 

第三保育園 

多摩湖町 

「みんな集まれわんぱく広場」・・・ 

季節行事、体験保育等 

「遊ぼう会」・・・ベビーマッサージ、

離乳食・歯・健康相談等各種講座（年

８回）、北山児童館・回田児童クラブに

て発育測定、乳幼児試食会を年数回予

定、子育てひろば「ぷくぷく」訪問 

月～金曜日 

9:30～12:00 ７～8 月の水曜日

のうち数回 

11:00～12:00 

第四保育園 

美住町 

みすみ子育てひろば・・・ 

月曜～土曜 9:30～15:30 

    （12:00～13:00 は閉室） 

「このゆびと～まれ」・・・季節行事、

図書館読み聞かせ、各種子育て講座、

発育測定、誕生会                     

11:00～12:00 

15:00～15:30 

 

第五保育園 

秋津町 

「ＷＡ！ＨＡ！ＨＡ！であそぼ

う」・・・どろんこあそび、読み聞かせ、

季節行事、発育測定、人形劇、お散歩

会等、秋津児童館・秋津東・青葉児童

クラブおひさま広場にて計測、相談等 

月～金曜日 

9:00～12:00 
７～８月の水曜日

のうち数回 

第六保育園 

久米川町 

「ひめりんご広場」・・・出前保育、体

験保育、水遊び、季節行事、発育測定、

久米川・久米川東児童クラブと共催で

発育測定や育児相談等 

月～金曜日 

10:00～12:00 ７月の水曜日のう

ち数回 

第七保育園 

栄町 

「にこにこあかちゃん事業」・・・手作

りおもちゃ、健康のお話、各種講座／

野火止おひさま広場にて育児相談、発

育測定 

月～金曜日 

9:30～11:30 

７～８月に数回 

 

市内の幼稚園や保育所では、季節のイベントや園庭開放など、 

園に通っていない子ども（親子）でも参加できる子育て支援事業等を 

行っています。夏にはプール開放を行っている園もあります。 

お近くの幼稚園や保育所をチェックして、参加してみませんか？ 

 

 

 

【 保育施設 】 
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認
可
（
私
立
） 

保育所名 子育て支援事業 保育所名 子育て支援事業 

つぼみ保育園 

富士見町 

園庭開放・・６～2月の第１、第３

月曜日 9:30～11:00 

半日保育体験（乳児）、小中高生職

場体験、観劇会（乳幼児向け）、季

節行事、出前保育、育児講座、地域

向けのおたより「こんにちは！つ

ぼみ保育園です」の発行       

つばさ保育園 

本町 

園庭開放、ひよこ会・・１～2歳親子遊

びの会 

おはなしくまさん・・出張紙芝居、育児

相談、職場体験 

久米川保育園 

萩山町 

出前保育「萩山親子の広場どんぐ

り」、育児相談、保育所体験、小中

高生職場体験 

りんごっこ保育園 

恩多町、栄町 

子育て相談、育児講座、小中高生職場体

験、ミニＳＬ乗車会（月 2回 10:00～

11:00） 

花さき保育園 

青葉町 

園庭開放・・第２、４月曜日 10:00

〜12:00 子育て広場・・水曜日、

夏季プール遊びあり、育児相談、保

育所体験、育児講座、カウンセラー

によるカウンセリング（月 1 回）、

小中高生職場体験、備品貸出、絵本

貸出 

ほんちょう保育園 

本町 

ほほえみ子育てひろば・・月〜金曜日

13:00〜16:00、育児講座（ベビーマ

ッサージ、親子体操、プール開放等）、

手作り遊具講座、体験保育、健康相談・

計測、出前保育、プレママ体験、小中高

生職場体験 

東たいてん保育園 

多摩湖町 

にこたま子育て広場・・月〜金曜日

9:30～12:30、絵本貸出、体験保

育、小中高生職場体験、出前保育、

芋掘り、餅つき行事参加 

れんげ萩山保育園 

小平市小川東町 

園庭開放・・第２、４木曜日 9:30〜

11:00、育児相談、子育てセミナー、

体験学習、小中高生育児体験、子育て支

援事業 

ふじみ保育園 

富士見町 

育児相談、保育体験、小中高生職場

体験、育児講座、健康相談、紙芝居

屋さん（出前保育）、地域向けのお

たより「ふじみのひろば」の発行 

わくわく保育園 

久米川町 

「すくすくクラブ」・・育児講座、給食

試食、プール開放、芋掘り体験、小中高

生育児体験、園庭開放（火、木、金 9:00

〜14:00） 

八国山保育園 

野口町 

園庭開放・・月～金曜日 9:00～

12:00、育児相談、保育体験、絵本・

育児書の貸出、太鼓・陶芸体験、食

農体験、親子体操、エイサー、小中

学生職場体験 

青葉さくら保育園 

青葉町 

季節の行事、育児講座、健康相談（発育

測定）、小中高生保育体験、乳児保育体

験（さんぽ・プール） 

あいあい保育園 

久米川町 

園内行事への参加、絵本の貸し出

し（毎週火曜日 15:30〜）、プール

開放、小中高生職場体験、ホームペ

ージより地域向けに園外通信欄 

いづみ愛児園 

栄町 

あそぼう会（園庭解放、どろんこ遊び、

リズム遊び） 

園内遊びの参加体験（夏祭りなど） 

子育て相談 

東村山むさしの第二認定

こども園（東村山むさし

の保育園）廻田町 

園庭解放・・月～金曜日 14:30～

16:00、小中高生職場体験、観劇会

（乳児向け０〜３歳）、季節行事、

保育体験（乳児）、ひろば（０～３

歳）イベントデー（１～３歳） 

詳細については、各園にお問い合わせ下さい。（→保育所一覧 P.48） 

上記に記載のない認可外施設等でのイベント実施については、各施設にお問い合わせ下さい。 

 

 

子どもの成長に合わせて、ひろばや児童館、公園をおでかけする機会も増えてくる 

かと思います。そこで、出会った人たちにまず、あいさつをしてみましょう！ 

 あいさつは会話の第一歩！とも言われますし、子どももあいさつを覚える良い機会になると思います。あいさつのあと

は・・「何ヶ月（何歳）ですか？」など聞いてみるのもいいかもしれません。自分の子どもより上の子を育てているお母

さんだったら、アドバイスなど受けられることも。気が合う相手に出会えるかもしれません。 

 子どもたちはこれから、不器用に傷つき立ち直りながら人との付き合い方を学んでいきます。笑ったり悩んだり・・そ

んな時「ママも失敗しながらも、それでも人とのつながりを作ろうとしているよ！」と、ママの姿勢から子どもたちに何

かが伝わるはず・・。 

先輩ママからのメッセージ⑩   あいさつからはじめよう！ 
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幼稚園名 子育て支援事業 園庭開放 

秋津幼稚園 

秋津町 

「ぷちクラブ」未就園児（0〜4 歳）対象に色々なイベ

ントあり。毎月１回水曜日 10:00〜11:00 

水曜日 

10:30〜12:00 

麻の実幼稚園 

恩多町 

「ちょこっとタイム」：毎週火曜日 11:00〜読み聞かせ

など。「ピアッツァくるみ」：月１回未就園児対象。「プ

レスクールいちご」：週１回満 2 歳児対象。 

火・木曜日（水のみ午前） 

10:00〜12:00 

15:00〜16:30 

久米川幼稚園 

久米川町 

「たんぽぽクラブ」月 1 回未就園児対象。親子体操、手遊

び、読み聞かせなど。「なかよしランド」未就園児対象の幼

児教室、週１回１時間（火・木・金のいずれか） 

たんぽぽクラブ実施日 

10:00〜12:30 

暁星幼稚園 

萩山町 

「てんとうむしクラブ」・・火曜日コース、木曜日コー

ス、月２～３回実施。未就園児対象で制作活動、読み聞

かせ、歌、手遊びなど。 

月〜金曜日：8:30〜10:00 

月〜金（水除く） 

14:00〜16:00 

精心幼稚園 

諏訪町 

「リトルハウス」・・週１回（月４回）満２歳児対象のプレ

幼稚園。「ナーサリー」・・月１回、親子体操など 

１〜３歳児対象の未就園児プログラム。 

月曜日 

15:00〜17:00 

多摩みどり幼稚園 

本町 

「にこにこクラブ」２才児対象 

「ようちえんであそぼう」月 1 回未就園児対象 

手あそび、親子ふれあいあそび、読み聞かせなど。 

月〜金曜日（火除く） 

15:00〜16:30 

しらぎく幼稚園 

恩多町 

「Ｐｋｉｄｓクラブ」・・月１回、未就園児（１～４

歳）対象。親子ふれあい、工作、読み聞かせ、幼稚園行

事にも参加。 

月〜金曜日 14:00〜17:00 

土曜日 9:30〜12:00 

東村山むさしの幼稚園 

廻田町 

「のっこちゃんひろば」・・未就園児に施設を開放。 

「のっこちゃんデー」・・・未就園児対象に創作遊びな

ど。 

月〜金曜日 

14:30〜16:00 

まりあ幼稚園 

青葉町 

「エンジェルクラブ」「オープンまりあ」 

「ミニまりあデー」・・未就園児親子対象。 

月〜金曜日 

10:30〜16:00 

美住幼稚園 

美住町 

美住盆踊会、美住運動会、ふれあい広場 登園日 

14:00〜15:00 

南台幼稚園 

富士見町 

「親子体操教室」・・月３回金曜日、未就園児対象。 

 

行事以外の日はいつでも 

    詳細については、各園にお問い合わせください。（→幼稚園一覧 P.51） 

  いきいきプラザ３階子育て情報交流コーナーにあるチラシや各園のホームページでも確認できます。 

  イベントの振替休日などある場合もあるので、各園にお問い合わせください。 

【 教育施設 】 


