
 子育てひろばとは、親子で気軽に立ち寄れる親と子、子ども同士で手遊びや歌をいっしょに歌うなど楽しく遊んで交流
を深めることができる場所です。また、子育ての悩み事の相談や、情報交換など親同士の交流を深めることもできます。
経験豊富なスタッフがいるので、ちょっとした育児相談などもできます。ぜひ遊びにいらしてください。
　なお、開館状況については、事前に市ホームページなどをご確認いただくか、各連絡先までお問い合わせください。

特集特集お出かけしよう！お出かけしよう！ やまびこ保育園　【３図E-５】� 　やまびこ保育園　☎ 362-2402
子育て講座、和太鼓ワークショップ、親子クッキング、観劇等行っています。※開催日はホームページにてご確認ください。
日 月～金曜日の９：00～12：00　対 ０歳～就学前の乳幼児とその保護者

あおむしひろば　【６図A-４】� 　キッズルームこっこ保育園　☎ 080-8863-4090
親子で公園遊び（火・金、月８回）、季節の製作等（年５回）、自由交流、育児講座を行っています。
※公園遊び以外は事前予約が必要です。問合せは平日13：00～16：00
日 月～金曜日の９：30～17：00　対 ３か月～未就園児とその保護者

わらしこ第２保育園　【６図B-３】� わらしこ第２保育園　☎ 354-2622
離乳食講座、リズム講座、企画遊び等、食事体験（実費）を行っています。※日時はホームページにてご確認ください。
日 月～金曜日の９：00～12：00　対 ０歳～就学前の乳幼児とその保護者

白糸さくらんぼ保育園　【６図D-４】� 白糸さくらんぼ保育園　☎ 367-4610
保育所体験、育児講座を行っています。※内容により実費がかかります。
日 月～金曜日の９：30～12：30　対 ０歳～就学前の乳幼児とその保護者

親子のつどい　【５図A-４】� 　光明高倉保育園　☎ 330-2005
親子交流をしながら楽しく遊べます。
日 水曜日と休日を除く月～金曜日の９：30～12：30　対 ０歳～就学前の乳幼児とその保護者

光明高倉保育園　【５図A-４】� 　光明高倉保育園　☎ 330-2005
①ベビーマッサージ／第４水曜／2～６か月／先着8組
②ベビーひろば／第３水曜／7か月～１歳２か月／先着8組／助産師による相談や親子の交流
③ひかりのひろば／第２水曜／1歳３か月～就学前の乳幼児／先着8組程度／保育士と遊ぼう、親子の交流
※直接電話で申し込みください。（10：00～17：00） 

そよかぜハーモニー保育園　【５図F-3】� 　そよかぜハーモニー保育園　☎ 306-9144
離乳食講座、おやつ作り講座、生け花講座など行っています。
参加は事前に申し込みが必要です（問合せは平日13：00～16：00）。
日 園までお問い合わせください。　対 生後3か月～未就園児とその保護者

その他の子育てひろば

ベビーゆうゆう（シルバー人材センター）　【５図D-１】� 　シルバー人材センター　☎ 335-8558
赤ちゃんと小さい子ども、お母さんのためのオープンスペースです。
アットホームな雰囲気の中、親子交流をしながら楽しく遊べます。また、子育て相談、子育て情報の提供も行っているので、気軽にお越しください。
※講座参加は事前申し込みが必要です。
日 月～金曜日の10：00～16：00　対 ０歳～３歳児とその保護者

Book＆Toy～ブックントイ～　【5図B-4】� 　NPO法人ブックントイ　☎ 042-403-6426
木のおもちゃの色合いや、ぬくもりに触れながら親子でゆったり遊べます。小児科すみれクリニックと連携し、第１、第３木曜日に運動発達相談（予
約制）も実施しています。活動の様子は随時SNSで更新しています。詳しくはブックントイのホームページ（https://bookntoyyoyaku.wixsite.
com/website）をご覧ください。
日 月～金曜日の９：30～12：30／13：00～15：00　対 ０歳～３歳児とその保護者

子育てひろば「ポップコーン」　
親子のふれあいや親同士の交流を深める場として、市内7か所の会場で行っています。子育てボランティアと保育士がお待ちしています。 
日 各会場とも10：00～11：00　対 ０～３歳児のいる親子
　月曜日…新町文化センター【２図F-５】／ 地域子育て支援センター「はぐ」さんぼんぎ ☎ 365-6212
　　　　　押立文化センター【９図D-２】／ 地域子育て支援センター「はぐ」ひがし ☎ 365-5200
　火曜日…郷土の森総合体育館【８図C-２】／ 地域子育て支援センター「はぐ」すみよし ☎ 351-3701
　水曜日…是政文化センター【８図G-１】／ 地域子育て支援センター「はぐ」ひがし 
　木曜日…四谷文化センター【４図D-５】／ 地域子育て支援センター「はぐ」すみよし
　金曜日…片町文化センター【５図B-４】／ 地域子育て支援センター「はぐ」きたやま ☎ 042-573-2512
　　　　　白糸台文化センター【６図B-４】／ 地域子育て支援センター「はぐ」ひがし

子育てひろば「ポップコーン・パパ」� 地域子育て支援センター「はぐ」さんぼんぎ　☎ 365-6212
お父さんがお子さんと向き合い、触れ合って遊ぶ楽しさを実感する機会を提供します。親子あそびや製作、季節のあそび、絵本、うたなど、父
子で楽しめるスポットタイムを設定します。
日 各会場とも毎月第３日曜日の10：00～11：00　対 ０歳～３歳児とそのお父さん
所 東保育所【６図A-３】、住吉保育所【７図G-2】、北山保育所【１図F-４】、小柳保育所【９図A-１】、本町保育所【５図B-５】、三本木保育所【５
図F-２】
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 子育てひろばとは、親子で気軽に立ち寄れる親と子、子ども同士で手遊びや歌をいっしょに歌うなど楽しく遊んで交流
を深めることができる場所です。また、子育ての悩み事の相談や、情報交換など親同士の交流を深めることもできます。
経験豊富なスタッフがいるので、ちょっとした育児相談などもできます。ぜひ遊びにいらしてください。
　なお、開館状況については、事前に市ホームページなどをご確認いただくか、各連絡先までお問い合わせください。

特集特集お出かけしよう！お出かけしよう！

たっち交流ひろば　【拡大図C-３】� 子ども家庭支援センター「たっち」　☎ 354-8700
からくり時計のついたケヤキの木がある広い板敷きのひろばです。親子で自由に遊ぶこともできますし、曜日や時間によって、う
たや手遊びもやっています。おままごとをするスペースや「絵本の部屋」、食事のできるスペースもあります。利用登録はたっち総
合受付へ。
日 開館日の10：00～17：00　対 利用登録をした０歳～就学前のお子さんとその保護者

地域子育て支援センター「はぐ」
【６図A-3】「はぐ」ひがし　☎ 362-5200　　【７図G-2】「はぐ」すみよし　☎ 351-3701
【１図F-４】「はぐ」きたやま　☎ 042-573-2512　　【５図F-２】「はぐ」さんぼんぎ　☎ 365-6212
地域子育て支援センター「はぐ」は、乳幼児を子育て中の方や妊娠中の方を対象とした、ゆっくりと親子で利用できる専用のひろ
ば室です。身近な地域で親子が集まり交流できる場の提供、子育て相談、子育て講座なども行いますので、ぜひ、ご利用ください。
日 月～金曜日（祝日、年末年始を除く）の 10：00～15：30　対 ０歳～就学前のお子さんとその保護者、 妊娠中の方

しらとりひろば　【２図A-５】� 　子ども家庭支援センター「しらとり」　☎ 367-8881 FAX 367-8822
しらとりひろばは、お子さんと家族の方が楽しく遊んだり交流する場です。親子で参加できる行事も企画しています。
詳しくはしらとりのホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
日 月～土曜日（年末年始・祝日を除く）の10：00～16：00（子育て講座等実施時の臨時閉館時間あり）
対 ０歳～就学前のお子さんとその保護者

私立保育園の子育てひろば� 問
 
直接各園連絡先へ

　私立保育園で実施している子育てひろばで、子育てに関する相談もお受けしています。催しの内容によっては費用などが
かかる場合があります。７つの保育園で実施されています。

親子のひろば　【６図C-３】� 　さくらんぼ保育園　☎ 366-2178
自由交流、リズム遊び、育児講座など行っています。※日時・内容はホームページにてご確認ください。
日 月～金曜日の９：30～12：30　対 ０歳～就学前の乳幼児とその保護者

★府中市の子育てひろばはこれだけあります！
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赤ちゃんマッサージ教室

赤ちゃんマッサージ教室　市民活動センタープラッツ　【拡大図B-３】� 芸術劇場事業係　☎ 335-6210
６～11月（年３回）の９：30～10：30及び10：50～11：50（各全４回）
６か月以下の乳児とその母親（各時間７組～９組）／3,500円（４回分）
専門講師の指導によるオイルを使ったベビーマッサージ教室です。
開催日等、詳細は『広報ふちゅう』を参照、または芸術劇場事業係にお問い合わせください。

レッツ！親子ビクス
ママの運動が中心となる「ママと赤ちゃん」、幼児の遊びや運動が中心の「ママと歩けるよ」の２つがあります。いずれもル
ミエール府中【拡大図D-１】でやっています。

「ママと赤ちゃん」　ルミエール府中　【拡大図D-１】� ルミエール府中市民会館　☎ 361-4111
９：30～10：20または10：40～11：30（各全７回）
首のすわった１歳未満の乳児とその母親。
ママのエアロビクス、親子体操などママの運動中心　※『広報ふちゅう』参照
詳細はルミエール府中市民会館にお問い合わせください。

「ママと歩けるよ」／ルミエール府中　【拡大図D-１】� 　ルミエール府中市民会館　☎ 361-4111
９：45～10：30または10：50～11：35（各全７回）
１・２歳児とその保護者。
親子でダンス、パラシュート遊び、工作など幼児の運動中心　※『広報ふちゅう』参照
詳細はルミエール府中市民会館にお問い合わせください。

児童館
各文化センター（88・89ページ）にある児童館では、児童館サークルをはじめとした様々なサークル活動を行っているほか、
児童館指導員が幼児や児童の交流を図るために運動、ゲーム、工作などを行っています。

児童館サークル　各文化センター
『広報ふちゅう』参照／定員、材料費などの費用がかかるもの、事前に申込みが必要なものがあります。

博物館・美術館・公園

郷土の森博物館� 南町６-32【８図C-２】　☎ 368-7921　 FAX
 
360-8217

プラネタリウムがある博物館本館を中心とした、緑豊かなフィールドに歴史的な建築物が点在する施設。親子で参加できる自然講座や様々な体
験学習を開催しているほか、夏には、水遊びの池で遊べます。
日 ９：00～17：00（入場は16：00まで）　※休館日は月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、その他臨時休館日あり
費 博物館入場料…大人300円、中学生以下150円（４歳未満無料）
※障害者手帳等をお持ちの方は無料　※市内小中学生は「学びのパスポート」で無料。　
※プラネタリウムをご覧になる場合は別途、観覧料が必要です。
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子育てひろば「すきっぷ」� 地域子育て支援センター「はぐ」さんぼんぎ　☎ 365-6212
近隣の親子との出会いや交流を楽しんだり、保育士に子育ての悩みを話したり相談することができます。スポットタイムでは、参加して楽しめる
ものや、見て楽しめるものを設定しています。
日 各会場月１回程度の10：00～11：00（開催日などは『広報ふちゅう』や市ホームページ、メール配信サービスでお知らせします）　対 ０歳～３
歳児とその保護者
所 紅葉丘文化センター【６図C-２】、西府文化センター【４図F-３】、武蔵台文化センター【１図G-４】、是政文化センター【８図G-１】、中央文化
センター【拡大図C-１／５図D-２】、男女共同参画センター「フチュール」【７図G-１】

★その他のお出かけ先
府中市の親子でお出かけできるところは、ひろばだけではなく、まだまだたくさんあります。平成30年の５月には郷土の森博
物館プラネタリウムがリニューアル・オープンしましたよ。

園庭開放
地域での仲間づくり、遊びの場として、市内の市立保育所（12か所）・市立幼稚園（１園）と私立保育園（21か所）・私立幼稚園（６園）で、園庭
開放を行っています。親子一緒に遊びに行きましょう。また、子育てについての悩みや不安も、保育士に相談できます。
詳細は、17ページをご覧ください。

未就園児保育
市内の私立幼稚園のうち16の園では、未就園児や入園前の年齢の幼児を対象にした保育や教室を実施しています。音楽や体操、手遊びなどさま
ざまな遊びを体験していきます。
詳細は、18ページをご覧ください。

図書館のおはなし会
ルミエール府中内にある中央図書館【拡大図D-１】と、市内12か所の地区図書館では、おはなし会を開催し、絵本の読み
聞かせやおはなしの語りなどを行っています。なお、開催日等は変更になる場合があります。図書館ホームページ等でご確
認ください。

おはなしの森　中央図書館（ルミエール府中内）　【拡大図D-１】� 中央図書館　☎ 362-8647
�木・土�　15：30～（木曜日）、11：00～（第１土曜日）／3歳～小学生まで（保護者同伴可）／無料
3階児童室「おはなしのへや」

おはなしの森　地区図書館� 中央図書館　☎ 362-8647
�水�（毎月１回）　中央図書館を除く各図書館（19ページをご覧ください）
15：30～／3歳～小学生まで（保護者同伴可）／無料
※開催日等は『広報ふちゅう』・図書館ホームページなどをご覧ください。

ちいさい子のためのおはなし会　中央図書館（ルミエール府中内）　【拡大図D-１】� 中央図書館　☎ 362-8647
�木�　10：30～（第２・４木曜日）／1・２歳児と保護者／無料／3階児童室「おはなしのへや」
終了後に「絵本の楽しみ方」についてのワンポイントアドバイスあり

【親子DE読書タイム】当日、午前９時～正午は図書館をご利用の皆さまに、小さなお子様と保護者の方をあたたかく見守っていただくよう周知し、お子様連
れでも来館しやすい環境整備に努めています。また、タイム中は児童室にお料理や手芸など保護者の方も楽しめる本もご用意します。ぜひご利用ください。

ちいさい子のためのおはなし会　地区図書館� 中央図書館　☎ 362-8647
�水�（毎月１回）　中央図書館を除く各図書館（19ページをご覧ください）
10：30～／１・２歳児と保護者／無料
※開催日等は『広報ふちゅう』・図書館ホームページなどをご覧ください。
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園庭開放

月・水曜日 ・・・西・本町・美好保育所
月・木曜日 ・・・北山保育所

火・金曜日 ・・・東・住吉・小柳・四谷保育所
水・木曜日 ・・・北・中央・八幡・三本木保育所

11：00～12：00／0歳～就学前の児童とその保護者／無料／園庭を使って親子で楽しく遊ぶ／当日直接保育所へ

※３月21日～４月９日までの間、12月29日～１月３日までの間、及び祝日を除く平日の開催です。

12か所市立保育所

私立保育園

●南分倍保育園 【8図B-1】
木 1・2歳児で10人程度／無料／子どもと遊ぼう、季節の遊びなど
／お子さんと母親のプロフィール必要／月に1回～2回
●是政保育園 【8図F-1】
月～金　10：00～11：30／0歳～就学前の乳幼児／無料／園庭を
利用して親子や在園児と遊ぶ／事前に電話で申し込み
●晴見保育園 【5図D-1】
土　10:00～11：00／0歳～就学前の乳幼児／無料／親子での園
庭遊び（雨天は遊戯室）／当日直接会場へ
●府中保育園 【4図G-4】
水　０歳～５歳の乳幼児／無料／親子参加で在園児と一緒に遊ぶ
／事前に電話で園に申込み　※令和４年11月まで建て替え工事
のため休止中
●にじのいろ保育園 【8図E-2】
木　10：00～／地域に住む就学前の乳幼児とその保護者／毎月
第3木曜日／無料／在園の子どもたちと過ごし、集団の中での子ど
もの姿を見る
●山手保育園 【6図C-5】
木　毎月第4木曜日／0歳～３歳程度の乳幼児／無料／砂場や固
定遊具遊び／事前申込み可。当日直接会場へ
●さくらんぼ保育園 【6図C-3】
0歳～就学前の乳幼児とその保護者／年間10回程度／無料／園
庭内での自由遊び（水、砂、泥遊び）／当日直接会場へ
●押立第二保育園分園 【9図C-1】
金　10：00～11：00（第4金曜日）／0歳～3歳程度の乳幼児と保護
者／無料／砂場や固定遊具で遊ぶ（雨天中止）／当日直接会場へ
●わらしこ保育園 【6図B-2】
月～金　10：00～11：00／0歳～就学前の乳幼児１日１組／予約
制（要相談）／無料／園庭遊具を使った遊び、砂場、シャワー（給食
提供あり、要予約、有料）事前に電話で申込み
●第２府中保育園 【4図D-4】
月　９：30～12：00／0歳～就学前の乳幼児。第1月曜日に身体測定
／無料／園庭の遊具やアスレチックなどで遊ぶ／当日直接保育園へ

●府中めぐみ保育園（園内開放） 【拡大図D-3】
無料／子どもの日集会、七夕、節分、ひな祭りなどに園内を開放し、
地域の高齢者や小学生と触れ合う／当日直接会場へ／開催日時・
詳細はホームページからお問い合わせください。
●キッズランド府中保育園（園内開放）【7図G-1】
無料／誕生会や園行事への参加／要事前申し込み／開催日時は
直接保育園へ電話にてお問い合わせください。
●キッズルームこっこ保育園 【6図A-4】
火・金　10：00～11：30／0歳～3歳程度の未就園児／無料／公園
を利用して親子・在園児と遊ぶ／当日直接公園へ
●めぐみ第二保育園（ホール開放） 【2図F-5】
水　毎月第2・4水曜日／無料／園行事への参加／詳細はホーム
ページをご確認ください／育児講座・地域リトミック・体育指導など
随時行っております。
●西府の森保育園 【4図G-3】
月～土　10：00～12：00／0歳～就学前の乳幼児／無料／在園児
と一緒に園庭遊び（雨天中止）／当日直接保育園へ
●光明高倉保育園 【5図A-4】
水　13：30～14：30※毎月第３水曜のみ／１日４組限定／事前に
電話での予約が必要です。
●まなびの森保育園中河原 【7図F-1】
10：00～11：00／無料／園庭にて在園児と一緒に遊ぶ／予約制と
なりますので、事前に保育園にお問合せください。
●第２キッズランド府中保育園（園内開放） 【拡大図A-2】
無料／誕生会や園行事への参加／要事前申し込み／詳細はホー
ムページ参照
●光明府中南保育園 【5図C-5】
月～金　11：30～14：30／無料／園庭を利用して在園児と一緒に
遊ぶ（１組30分以内）／当日直接会場へ
●アスク府中片町保育園 【5図C-4】
火　10：00～11：00／未就園児とその保護者。1日3組まで／無料
／園庭を利用して保護者や在園児と遊ぶ（雨天時園内開放）。第3
火曜日はわらべうたの日等開催予定／事前に電話で申込み／詳細
はホームページ参照
●トレジャーキッズぶばい保育園 【5図A-3】
水　10：00～11：00／無料／0歳～3歳児とその保護者／園庭を
使って親子で楽しく遊ぶ／当日直接保育園へ

未就園児保育
　私立幼稚園では、未就園児や入園前の年齢の幼児を対象にした保育や教室を実施している園があります。

●ひよこクラス／ぴよぴよクラスⅠ・Ⅱ／明星幼稚園 【2図D-4】
ひよこクラス
13：30～15：00（年７回）／未就園児と保護者／毎回保険料一人
50円のみ／園庭開放、コーナー遊び（制作、ゲーム）お楽しみ（人形
劇、紙芝居等）、星まつり、運動会／ホームページにてお申込みくだ
さい。（親子の上履き必要）／☎368-5110
ぴよぴよクラスⅠ
1歳児と保護者／1回1,000円／詳細はホームページをご覧ください。
ぴよぴよクラスⅡ
2歳児（入園前の一年間）と保護者／月額8,000円／詳細はホーム
ページをご覧ください。
●ちゅーりっぷ教室／府中文化幼稚園 【拡大図A-1】
月または火　10：10～11：00／週1回4月～9月／入会金3,000円／
月額4,000円／2歳～3歳児（保護者同伴）／工作・音楽あそび、体操
あそび、プールあそびなど。入園準備クラスです。／☎361-5416
http://www.fuchu-bunka.jp参照
●虹／府中文化幼稚園 【拡大図A-1】
土　10：00～10：30／4～8月第4土曜日、9月第1土曜日（年間6
回）／無料／2・3歳児とその親（要予約）／親子で歌、体操、手遊
び、マジック、工作／☎361-5416
http://www.fuchu-bunka.jp参照
●しらゆりチェリークラブ／府中白百合幼稚園 【5図A-3】
水　9：45～10：45（青組）11：10～12：10（もも組）
木　9：45～10：45（きいろ組）／満2歳児（保護者同伴）／年間20
回〈月額3,000円10回集金〉、入会金なし／お友達と先生と共に楽
しくリズム遊びや製作活動を行います。これらのプログラムを通して
園生活の基礎をつくります。／☎361-3025
●おあそび会／府中つくし幼稚園 【6図D-2】
水　13：45～14：45（月1回不定期）／2・3歳児／無料／少人数の
クラスをつくり、保護者から離れて室内で遊んだり、お庭で遊んだり
します。幼稚園に来て先生やお友達と遊ぶ経験を重ねて集団遊び
に慣れてほしいと思います。／☎361-3630
●幼児教室ぺんぎん／府中白百合第二幼稚園【5図G-5】
火・木・金　10：00～11：00または11：20～12：20（月２回）／2歳児
（保護者同伴）／月額3,000円／お友だちと楽しみながら様々な体
験を積み、自分でできる事を増やしながら、無理なく幼稚園入園を
迎えるための入園準備教室／☎361-9957
●親子体操教室らっこ／府中白百合第二幼稚園 【5図G-5】
土　10：00～10：50、11：00～11：50（月1回）／2歳児（保護者同伴）／月額
1,500円／子どもが工夫して興味を持って自発的に遊ぶ／☎361-9957
●ももちゃん教室／府中新町幼稚園 【2図F-5】
木　①9：45～10：45、②11：00～12：00（年30回）／2歳児（保護
者同伴）／月額5,000円／☎362-3912
●たまご教室／北山幼稚園 【4図F-1】
木・土　9：40～10：30、10：50～11：40（月3回）／2・3歳児（保護者
同伴）／月額3,300円、入会金5,500円／モンテッソーリ教育の実
践（挨拶、物の受け渡し、ボタンかけ、紐通し、シール貼りなど実生活
に即した教具や、大きさ、長さ、太さなどの感覚教具を使い、自分自
身と他者への配慮を学びます）／☎042-573-0248

●つぼみ組／三光幼稚園 【2図E-5】
10：00～11：00（年10回不定期）／入園前の2歳児／登録料
3,000円／保育見学、手遊び、紙芝居、リズム遊び／要電話予約／
当日参加10名募集（詳細はホームページにて）☎361-9870
●ピータンプレイルーム／プチプレイルーム／
　府中ひばり幼稚園 【4図E-5】
ピータンプレイルーム
10：30～11：30（月1、2回で年間18回）／2歳児（保護者同伴）／3
回分4,500円、入会金6,000円／絵画、リズム、体操遊び、紙芝居な
どを親子で楽しみながら。まずは、小さな集団に慣れることから始ま
ります。／☎362-8674
プチプレイルーム
1歳児（保護者同伴）／開催日時、費用等詳細はホームページかお
電話でご確認ください。／☎362-8674
●おあそびサークルひまわりぐみ／府中白糸台幼稚園 【6図D-5】
水・木・金　9：00～12：00（週1・2回）／1・2・3歳児
（初回のみ保護者同伴可）／月額11,000～19,500円、入園料
10,500円／園内「ひまわり組」専用教室で専属教諭が様々な遊び
／☎360-9500
●En-joy Room ／府中白糸台幼稚園 【6図D-5】
未就園児／無料／親子体験教室、園庭開放／ホームページか電話
で問合せ／☎360-2201
●土曜キッズガーデン／府中わかば幼稚園 【8図A-1】
土　10：00～11：00（年間6回）／2歳児（保護者同伴）／登録制／
無料／親子で歌、手遊び、お絵かき、親子の遊び場、交流の場／☎
361-6302
●めだかクラブ／府中わかば幼稚園 【8図A-1】
10：30～11：30（週1回。年間25回）／2歳児（4月1日現在）／前期
保育料6か月10,000円（保育時間により変動）。別途入会金
10,000円／集団生活、生活習慣等を遊びながらゆっくり学んでい
く。／☎361-6302
●おひさまのへや／武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
月～金　9：30～11：30（週1～2回9：30～12：30）／0歳～／
施設利用料500円／0～2歳児向けの絵本や木製玩具で遊びなが
らゆったり過ごします。／詳細はホームページ／☎361-9655
●タンポポの会／武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
木　9：30～11：30（8月を除く。月1回）／2歳・3歳児／
施設利用料500円／粘土や絵の具いじり等、毎回企画を変えての
んびり楽しみます。／詳細はホームページ／☎361-9655
●幼児ルーム／府中おともだち幼稚園 【7図G-1】
お問い合わせください。／☎364-5579
●キッズルーム／府中天神町幼稚園 【5図F-1】
水　10：00～11：00／2歳児（保護者同伴）／無料／親子のスキン
シップや音楽に合わせて動き、いろいろなことにチャレンジし、明る
く楽しく元気よくやります。／☎362-7829
●なかよし幼児サークル／府中あおい幼稚園 【4図G-2】
毎週水曜日9：15～10：15（りんご組）、10：30～11：30（ことり組）、
12：20～13：20（こぐま組）／2歳児／月額5,000円、入会金5,000

その他

地域型保育事業

●保育ルーム　ひよこっこわかまつ 【6図A-2】
9：30～11：00（月2～3回　日程は園前掲示板またはインスタグラムにてご確認ください。）／0～2歳児／お庭で遊んだり、公園へ散歩に行きましょう。

私立幼稚園

●府中白百合第二幼稚園 【5図G-5】
土　9：00～12：00（月1回）／就園前のお子様とその保護者／無料／
園庭遊具や砂場で自由に遊ぶ／当日直接幼稚園へ／☎361-9957
●北山幼稚園 【4図F-1】
土　9：00～17：00（第3土曜日）／0歳～就学前の乳幼児とその保
護者／無料／園庭で遊ぶ／行事と重なる場合がありますので、事
前にお問い合わせください。／ ☎042-573-0248

●府中わかば幼稚園 【8図A-1】
土　12：00～15：30／0歳～就学前の乳幼児とその保護者／無料
／園庭遊具や砂場で自由に遊ぶ／当日直接幼稚園へ／☎
361-6302
●武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
土　9：15～11：00／就園前のお子様とその保護者／200円（保
険、おやつ代）／園庭や保育室で親子で遊ぶ／実施日の前日の午
後3時までに電話予約／☎361-9655

　毎週月・火・木・金曜日 の14：00～16：00／0歳～就学前の乳幼児とその保護者／無料／園庭に準備した砂場や遊具で遊
ぶ（相談窓口併設）／当日直接幼稚園へ／学務保健課学務係（☎335-4436）

市立幼稚園
●みどり幼稚園 【5図E-3】

●府中あおい幼稚園 【4図G-2】
土　10：00～11：00（第1、3土曜日）／0歳～就学前の乳幼児とその保護者
／無料／幼児室、園庭遊具、砂場などで自由に遊ぶ／行事等で重なる場合が
ありますので、前日の午後4時までにお問い合わせください。／ ☎362-6695

●あおい第一幼稚園 【5図C-1】
毎月6～27日の9：00～11：25（雨天中止）／1歳～就園前の乳幼児
とその保護者／園内で在園の子どもたちの遊びに参加したりして自
由に遊ぶ／要予約、直接幼稚園へ／☎361-3653

円／基本的な生活習慣を身につけ、楽しく音楽を聴いたり表現し、お
友だちと様々な活動を通じて豊かな感性や想像力を養う。／☎
362-6695
●おひさまクラブ／府中佼成幼稚園 【6図B-5】
月1回の水曜日13：00～14：00（年間9回無料）／2歳児（保護者同
伴）／園庭あそび、簡単製作、リズムあそび、歌、紙芝居など、先生た
ちと一緒に楽しく幼稚園ごっこで集団に親しんでいく。／☎
363-2150

●さくらんぼクラブ／あおい第一幼稚園 【5図C-1】
不定期月1回程度／1歳～／登録無料／園庭開放や参加していた
だける園の行事やお遊び会についてのお知らせを、毎月手紙または
メールでお知らせします。また5月～月1回親子で遊んでいただける
会を設けています。
●さくらんぼプレスクール／あおい第一幼稚園 【5図C-1】
水　10：00～12：00（1時間ずつ2クラス）／満2歳児／登録制 毎
週水曜日／入会金5,000円、月謝4,000円／音楽、造形などの活動
を通して、園生活の基礎を身につける。／☎361-3653

園庭開放と未就園児保育実施施設一覧
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都立府中の森公園（浅間町１-３ほか）　【５図F-２】 府中の森公園サービスセンター ☎ 364-8021

都立野川公園（三鷹市大沢６-４ほか）　【６図F-１】 野川公園サービスセンター ☎ 0422-31-6457

都立浅間山公園（若松町５-３ほか）　【６図A-１】 武蔵野公園サービスセンター ☎ 361-6861

都立武蔵野公園（多磨町２-24ほか）　【３図D-４】 武蔵野公園サービスセンター ☎ 361-6861

都立武蔵野の森公園（朝日町３-７ほか）　【６図E-２】 武蔵野の森公園サービスセンター ☎ 365-8435

●都立公園

府中市美術館� 浅間町１-３【５図F-２】　☎ 336-3371　 FAX
 
335-7576

緑豊かな都立府中の森公園の中にある美術館は、常設展のほか、年間を通して様々な企画展を開催しています。公開制作やアートスタジオなど
の教育普及プログラムがあり、夏には親子で楽しめる展覧会やワークショップも行っています。
日 10：00～17：00（入場は16：30まで）　※休館日は月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始、展示替え期間など
費 常設展…一般200円、高校生・大学生100円、小学生・中学生50円
※未就学児及び障害者手帳等をお持ちの方は無料　※市内小中学生は「学びのパスポート」で無料　※企画展は展覧会によって観覧料が異なります。

ふるさと府中歴史館� 宮町３-１【拡大図B-４】　☎ 335-4393　 FAX
 
360-4401

古代国府を中心とした、市の歴史や文化を紹介する施設。“歴史のあるまち府中”を知るにはここが一番。
日 ９：00～17：00　※休館日は月曜日（祝日の場合は直近の平日）、５月３日～５月５日（1階は臨時開室）、年末年始（12月29日～1月3日）など
費 無料

国司館と家康御殿史跡広場� 本町１-14　【５図D-４】　国司館と家康御殿史跡広場管理事務所　☎ 365-1615
武蔵国府の国司館と徳川家康の府中御殿が置かれた場所に整備した史跡公園です。VR技術で奈良時代や江戸時代の様子を体感できる「武蔵国
府スコープ」を貸し出すほか、親子で遊べる芝生広場もあります。
日 ９：00～17：00（武蔵国府スコープの貸し出しは16時まで・冬期（11月～２月）は15時まで）　※閉園日は年末年始（12月29日～１月３日）
　※小学生以下のお子さんが武蔵国府スコープをご利用の際は、保護者の同伴が必要です。　※公園内で飲酒、食事、ボール遊び等はできません。
費 無料

郷土の森公園　【８図C-２】� 公園緑地課郷土の森公園管理事務所　☎ 364-7214　 FAX
 
364-7214

芝生広場、つり池のほか、夏には様々な種類のハスの花が咲く修景池などのある公園。親子で乗れるゴーカートのある交通遊園もあります。

赤ちゃんと一緒にお出かけしたときに、オムツ替えや授乳を気にせずにできるスペース
があれば、とっても安心できますね。いま市内にはそんな施設がたくさんあります。
　これは、プライバシーを保てる授乳場所、オムツ替えのできる設備、調乳用のお湯の
提供など、小さなお子様を連れた方が安心してお出かけできるよう整備されたスペース
のことで、愛称を「赤ちゃん・ふらっと」といいます。「赤ちゃん・ふらっと」のある施設には、

入り口などのわかりやすい場所に左のような、大きなステッカーが貼ってあります。
　東京都福祉保健局が都内で行っているサービスで、府中市でも今後もっと増やしていく予
定ですので、お出かけの際には、是非ご利用ください。

ご利用ください！「赤ちゃん・ふらっと」

府中市役所西庁舎１F 宮西町2-24

おもな施設一覧（このほかにも、市内にたくさんあります）

府中市子ども家庭支援センター「たっち」宮町１-５０ くるる３階
府中市子ども家庭支援センター「しらとり」武蔵台１-１０

府中市保健センター 府中町２-２５
男女共同参画センター「フチュール」住吉町１-８４
府中市郷土の森博物館 南町６-３２

府中の森市民聖苑 浅間町１-３
府中の森公園 浅間町１-３-１
生涯学習センター 浅間町１-７
府中市市民活動センタープラッツ 宮町1-100
都立武蔵野の森公園 のびのび親子館 朝日町３-５-１２

※地図には　 のアイコンで表示しています。

市内各市立保育所　12か所
市内各文化センター　11か所

府中市子育て世代包括支援センター「みらい」宮町１-41 フォーリス３F
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園庭開放

月・水曜日 ・・・西・本町・美好保育所
月・木曜日 ・・・北山保育所

火・金曜日 ・・・東・住吉・小柳・四谷保育所
水・木曜日 ・・・北・中央・八幡・三本木保育所

11：00〜12：00／0歳〜就学前の児童とその保護者／無料／園庭を使って親子で楽しく遊ぶ／当日直接保育所へ

※３月21日〜４月９日までの間、12月29日〜１月３日までの間、及び祝日を除く平日の開催です。

12か所市立保育所

私立保育園

●南分倍保育園 【8図B-1】
木 1・2歳児で10人程度／無料／子どもと遊ぼう、季節の遊びなど
／お子さんと母親のプロフィール必要／月に1回〜2回

●是政保育園 【8図F-1】
月～金　10：00〜11：30／0歳〜就学前の乳幼児／無料／園庭を
利用して親子や在園児と遊ぶ／事前に電話で申し込み

●晴見保育園 【5図D-1】
土　10:00〜11：00／0歳〜就学前の乳幼児／無料／親子での園
庭遊び（雨天は遊戯室）／当日直接会場へ

●府中保育園 【4図G-4】
水　０歳〜５歳の乳幼児／無料／親子参加で在園児と一緒に遊ぶ
／事前に電話で園に申込み　※令和４年11月まで建て替え工事
のため休止中

●にじのいろ保育園 【8図E-2】
木　10：00〜／地域に住む就学前の乳幼児とその保護者／毎月
第3木曜日／無料／在園の子どもたちと過ごし、集団の中での子ど
もの姿を見る

●山手保育園 【6図C-5】
木　毎月第4木曜日／0歳〜３歳程度の乳幼児／無料／砂場や固
定遊具遊び／事前申込み可。当日直接会場へ

●さくらんぼ保育園 【6図C-3】
0歳〜就学前の乳幼児とその保護者／年間10回程度／無料／園
庭内での自由遊び（水、砂、泥遊び）／当日直接会場へ

●押立第二保育園分園 【9図C-1】
金　10：00〜11：00（第4金曜日）／0歳〜3歳程度の乳幼児と保護
者／無料／砂場や固定遊具で遊ぶ（雨天中止）／当日直接会場へ

●わらしこ保育園 【6図B-2】
月～金　10：00〜11：00／0歳〜就学前の乳幼児１日１組／予約
制（要相談）／無料／園庭遊具を使った遊び、砂場、シャワー（給食
提供あり、要予約、有料）事前に電話で申込み

●第２府中保育園 【4図D-4】
月　９：30〜12：00／0歳〜就学前の乳幼児。第1月曜日に身体測定
／無料／園庭の遊具やアスレチックなどで遊ぶ／当日直接保育園へ

●府中めぐみ保育園（園内開放） 【拡大図D-3】
無料／子どもの日集会、七夕、節分、ひな祭りなどに園内を開放し、
地域の高齢者や小学生と触れ合う／当日直接会場へ／開催日時・
詳細はホームページからお問い合わせください。

●キッズランド府中保育園（園内開放）【7図G-1】
無料／誕生会や園行事への参加／要事前申し込み／開催日時は
直接保育園へ電話にてお問い合わせください。

●キッズルームこっこ保育園 【6図A-4】
火・金　10：00〜11：30／0歳〜3歳程度の未就園児／無料／公園
を利用して親子・在園児と遊ぶ／当日直接公園へ

●めぐみ第二保育園（ホール開放） 【2図F-5】
水　毎月第2・4水曜日／無料／園行事への参加／詳細はホーム
ページをご確認ください／育児講座・地域リトミック・体育指導など
随時行っております。

●西府の森保育園 【4図G-3】
月～土　10：00〜12：00／0歳〜就学前の乳幼児／無料／在園児
と一緒に園庭遊び（雨天中止）／当日直接保育園へ

●光明高倉保育園 【5図A-4】
水　13：30〜14：30※毎月第３水曜のみ／１日４組限定／事前に
電話での予約が必要です。

●まなびの森保育園中河原 【7図F-1】
10：00〜11：00／無料／園庭にて在園児と一緒に遊ぶ／予約制と
なりますので、事前に保育園にお問合せください。

●第２キッズランド府中保育園（園内開放） 【拡大図A-2】
無料／誕生会や園行事への参加／要事前申し込み／詳細はホー
ムページ参照

●光明府中南保育園 【5図C-5】
月～金　11：30〜14：30／無料／園庭を利用して在園児と一緒に
遊ぶ（１組30分以内）／当日直接会場へ

●アスク府中片町保育園 【5図C-4】
火　10：00〜11：00／未就園児とその保護者。1日3組まで／無料
／園庭を利用して保護者や在園児と遊ぶ（雨天時園内開放）。第3
火曜日はわらべうたの日等開催予定／事前に電話で申込み／詳細
はホームページ参照

●トレジャーキッズぶばい保育園 【5図A-3】
水　10：00〜11：00／無料／0歳〜3歳児とその保護者／園庭を
使って親子で楽しく遊ぶ／当日直接保育園へ

未就園児保育
　私立幼稚園では、未就園児や入園前の年齢の幼児を対象にした保育や教室を実施している園があります。

●ひよこクラス／ぴよぴよクラスⅠ・Ⅱ／明星幼稚園 【2図D-4】
ひよこクラス
13：30〜15：00（年７回）／未就園児と保護者／毎回保険料一人
50円のみ／園庭開放、コーナー遊び（制作、ゲーム）お楽しみ（人形
劇、紙芝居等）、星まつり、運動会／ホームページにてお申込みくだ
さい。（親子の上履き必要）／☎368-5110
ぴよぴよクラスⅠ
1歳児と保護者／1回1,000円／詳細はホームページをご覧ください。
ぴよぴよクラスⅡ
2歳児（入園前の一年間）と保護者／月額8,000円／詳細はホーム
ページをご覧ください。

●ちゅーりっぷ教室／府中文化幼稚園 【拡大図A-1】
月または火　10：10〜11：00／週1回4月〜9月／入会金3,000円／
月額4,000円／2歳〜3歳児（保護者同伴）／工作・音楽あそび、体操
あそび、プールあそびなど。入園準備クラスです。／☎361-5416
http://www.fuchu-bunka.jp参照

●虹／府中文化幼稚園 【拡大図A-1】
土　10：00〜10：30／4〜8月第4土曜日、9月第1土曜日（年間6
回）／無料／2・3歳児とその親（要予約）／親子で歌、体操、手遊
び、マジック、工作／☎361-5416
http://www.fuchu-bunka.jp参照

●しらゆりチェリークラブ／府中白百合幼稚園 【5図A-3】
水　9：45〜10：45（青組）11：10〜12：10（もも組）
木　9：45〜10：45（きいろ組）／満2歳児（保護者同伴）／年間20
回〈月額3,000円10回集金〉、入会金なし／お友達と先生と共に楽
しくリズム遊びや製作活動を行います。これらのプログラムを通して
園生活の基礎をつくります。／☎361-3025

●おあそび会／府中つくし幼稚園 【6図D-2】
水　13：45〜14：45（月1回不定期）／2・3歳児／無料／少人数の
クラスをつくり、保護者から離れて室内で遊んだり、お庭で遊んだり
します。幼稚園に来て先生やお友達と遊ぶ経験を重ねて集団遊び
に慣れてほしいと思います。／☎361-3630

●幼児教室ぺんぎん／府中白百合第二幼稚園【5図G-5】
火・木・金　10：00〜11：00または11：20〜12：20（月２回）／2歳児

（保護者同伴）／月額3,000円／お友だちと楽しみながら様々な体
験を積み、自分でできる事を増やしながら、無理なく幼稚園入園を
迎えるための入園準備教室／☎361-9957

●親子体操教室らっこ／府中白百合第二幼稚園 【5図G-5】
土　10：00〜10：50、11：00〜11：50（月1回）／2歳児（保護者同伴）／月額
1,500円／子どもが工夫して興味を持って自発的に遊ぶ／☎361-9957

●ももちゃん教室／府中新町幼稚園 【2図F-5】
木　①9：45〜10：45、②11：00〜12：00（年30回）／2歳児（保護
者同伴）／月額5,000円／☎362-3912

●たまご教室／北山幼稚園 【4図F-1】
木・土　9：40〜10：30、10：50〜11：40（月3回）／2・3歳児（保護者
同伴）／月額3,300円、入会金5,500円／モンテッソーリ教育の実
践（挨拶、物の受け渡し、ボタンかけ、紐通し、シール貼りなど実生活
に即した教具や、大きさ、長さ、太さなどの感覚教具を使い、自分自
身と他者への配慮を学びます）／☎042-573-0248

●つぼみ組／三光幼稚園 【2図E-5】
10：00〜11：00（年10回不定期）／入園前の2歳児／登録料
3,000円／保育見学、手遊び、紙芝居、リズム遊び／要電話予約／
当日参加10名募集（詳細はホームページにて）☎361-9870

●ピータンプレイルーム／プチプレイルーム／
　府中ひばり幼稚園 【4図E-5】

ピータンプレイルーム
10：30〜11：30（月1、2回で年間18回）／2歳児（保護者同伴）／3
回分4,500円、入会金6,000円／絵画、リズム、体操遊び、紙芝居な
どを親子で楽しみながら。まずは、小さな集団に慣れることから始ま
ります。／☎362-8674
プチプレイルーム
1歳児（保護者同伴）／開催日時、費用等詳細はホームページかお
電話でご確認ください。／☎362-8674

●おあそびサークルひまわりぐみ／府中白糸台幼稚園 【6図D-5】
水・木・金　9：00〜12：00（週1・2回）／1・2・3歳児

（初回のみ保護者同伴可）／月額11,000〜19,500円、入園料
10,500円／園内「ひまわり組」専用教室で専属教諭が様々な遊び
／☎360-9500

●En-joy Room ／府中白糸台幼稚園 【6図D-5】
未就園児／無料／親子体験教室、園庭開放／ホームページか電話
で問合せ／☎360-2201

●土曜キッズガーデン／府中わかば幼稚園 【8図A-1】
土　10：00〜11：00（年間6回）／2歳児（保護者同伴）／登録制／
無料／親子で歌、手遊び、お絵かき、親子の遊び場、交流の場／☎
361-6302

●めだかクラブ／府中わかば幼稚園 【8図A-1】
10：30〜11：30（週1回。年間25回）／2歳児（4月1日現在）／前期
保育料6か月10,000円（保育時間により変動）。別途入会金
10,000円／集団生活、生活習慣等を遊びながらゆっくり学んでい
く。／☎361-6302

●おひさまのへや／武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
月～金　9：30〜11：30（週1〜2回9：30〜12：30）／0歳〜／
施設利用料500円／0〜2歳児向けの絵本や木製玩具で遊びなが
らゆったり過ごします。／詳細はホームページ／☎361-9655

●タンポポの会／武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
木　9：30〜11：30（8月を除く。月1回）／2歳・3歳児／
施設利用料500円／粘土や絵の具いじり等、毎回企画を変えての
んびり楽しみます。／詳細はホームページ／☎361-9655

●幼児ルーム／府中おともだち幼稚園 【7図G-1】
お問い合わせください。／☎364-5579

●キッズルーム／府中天神町幼稚園 【5図F-1】
水　10：00〜11：00／2歳児（保護者同伴）／無料／親子のスキン
シップや音楽に合わせて動き、いろいろなことにチャレンジし、明る
く楽しく元気よくやります。／☎362-7829

●なかよし幼児サークル／府中あおい幼稚園 【4図G-2】
毎週水曜日9：15〜10：15（りんご組）、10：30〜11：30（ことり組）、
12：20〜13：20（こぐま組）／2歳児／月額5,000円、入会金5,000

その他

地域型保育事業

●保育ルーム　ひよこっこわかまつ 【6図A-2】
9：30〜11：00（月2〜3回　日程は園前掲示板またはインスタグラムにてご確認ください。）／0〜2歳児／お庭で遊んだり、公園へ散歩に行きましょう。

私立幼稚園

●府中白百合第二幼稚園 【5図G-5】
土　9：00〜12：00（月1回）／就園前のお子様とその保護者／無料／
園庭遊具や砂場で自由に遊ぶ／当日直接幼稚園へ／☎361-9957

●北山幼稚園 【4図F-1】
土　9：00〜17：00（第3土曜日）／0歳〜就学前の乳幼児とその保
護者／無料／園庭で遊ぶ／行事と重なる場合がありますので、事
前にお問い合わせください。／ ☎042-573-0248

●府中わかば幼稚園 【8図A-1】
土　12：00〜15：30／0歳〜就学前の乳幼児とその保護者／無料
／園庭遊具や砂場で自由に遊ぶ／当日直接幼稚園へ／☎
361-6302

●武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
土　9：15〜11：00／就園前のお子様とその保護者／200円（保
険、おやつ代）／園庭や保育室で親子で遊ぶ／実施日の前日の午
後3時までに電話予約／☎361-9655

　毎週月・火・木・金曜日 の14：00〜16：00／0歳〜就学前の乳幼児とその保護者／無料／園庭に準備した砂場や遊具で遊
ぶ（相談窓口併設）／当日直接幼稚園へ／学務保健課学務係（☎335-4436）

市立幼稚園
●みどり幼稚園 【5図E-3】

●府中あおい幼稚園 【4図G-2】
土　10：00〜11：00（第1、3土曜日）／0歳〜就学前の乳幼児とその保護者
／無料／幼児室、園庭遊具、砂場などで自由に遊ぶ／行事等で重なる場合が
ありますので、前日の午後4時までにお問い合わせください。／ ☎362-6695

●あおい第一幼稚園 【5図C-1】
毎月6〜27日の9：00〜11：25（雨天中止）／1歳〜就園前の乳幼児
とその保護者／園内で在園の子どもたちの遊びに参加したりして自
由に遊ぶ／要予約、直接幼稚園へ／☎361-3653

円／基本的な生活習慣を身につけ、楽しく音楽を聴いたり表現し、お
友だちと様々な活動を通じて豊かな感性や想像力を養う。／☎
362-6695

●おひさまクラブ／府中佼成幼稚園 【6図B-5】
月1回の水曜日13：00〜14：00（年間9回無料）／2歳児（保護者同
伴）／園庭あそび、簡単製作、リズムあそび、歌、紙芝居など、先生た
ちと一緒に楽しく幼稚園ごっこで集団に親しんでいく。／☎
363-2150

●さくらんぼクラブ／あおい第一幼稚園 【5図C-1】
不定期月1回程度／1歳〜／登録無料／園庭開放や参加していた
だける園の行事やお遊び会についてのお知らせを、毎月手紙または
メールでお知らせします。また5月〜月1回親子で遊んでいただける
会を設けています。

●さくらんぼプレスクール／あおい第一幼稚園 【5図C-1】
水　10：00〜12：00（1時間ずつ2クラス）／満2歳児／登録制 毎
週水曜日／入会金5,000円、月謝4,000円／音楽、造形などの活動
を通して、園生活の基礎を身につける。／☎361-3653

●ひよこクラス／ぴよぴよクラスⅠ・Ⅱ／明星幼稚園 【2図D-4】
ひよこクラス
13：30〜15：00（年７回）／未就園児と保護者／毎回保険料一人
50円のみ／園庭開放、コーナー遊び（制作、ゲーム）お楽しみ（人形
劇、紙芝居等）、星まつり、運動会／ホームページにてお申込みくだ
さい。（親子の上履き必要）／☎368-5110
ぴよぴよクラスⅠ
1歳児と保護者／1回1,000円／詳細はホームページをご覧ください。
ぴよぴよクラスⅡ
2歳児（入園前の一年間）と保護者／月額8,000円／詳細はホーム
ページをご覧ください。

●ちゅーりっぷ教室／府中文化幼稚園 【拡大図A-1】
月または火　10：10〜11：00／週1回4月〜9月／入会金3,000円／
月額4,000円／2歳〜3歳児（保護者同伴）／工作・音楽あそび、体操
あそび、プールあそびなど。入園準備クラスです。／☎361-5416
http://www.fuchu-bunka.jp参照

●虹／府中文化幼稚園 【拡大図A-1】
土　10：00〜10：30／4〜8月第4土曜日、9月第1土曜日（年間6
回）／無料／2・3歳児とその親（要予約）／親子で歌、体操、手遊
び、マジック、工作／☎361-5416
http://www.fuchu-bunka.jp参照

●しらゆりチェリークラブ／府中白百合幼稚園 【5図A-3】
水　9：45〜10：45（青組）11：10〜12：10（もも組）
木　9：45〜10：45（きいろ組）／満2歳児（保護者同伴）／年間20
回〈月額3,000円10回集金〉、入会金なし／お友達と先生と共に楽
しくリズム遊びや製作活動を行います。これらのプログラムを通して
園生活の基礎をつくります。／☎361-3025

●おあそび会／府中つくし幼稚園 【6図D-2】
水　13：45〜14：45（月1回不定期）／2・3歳児／無料／少人数の
クラスをつくり、保護者から離れて室内で遊んだり、お庭で遊んだり
します。幼稚園に来て先生やお友達と遊ぶ経験を重ねて集団遊び
に慣れてほしいと思います。／☎361-3630

●幼児教室ぺんぎん／府中白百合第二幼稚園【5図G-5】
火・木・金　10：00〜11：00または11：20〜12：20（月２回）／2歳児

（保護者同伴）／月額3,000円／お友だちと楽しみながら様々な体
験を積み、自分でできる事を増やしながら、無理なく幼稚園入園を
迎えるための入園準備教室／☎361-9957

●親子体操教室らっこ／府中白百合第二幼稚園 【5図G-5】
土　10：00〜10：50、11：00〜11：50（月1回）／2歳児（保護者同伴）／月額
1,500円／子どもが工夫して興味を持って自発的に遊ぶ／☎361-9957

●ももちゃん教室／府中新町幼稚園 【2図F-5】
木　①9：45〜10：45、②11：00〜12：00（年30回）／2歳児（保護
者同伴）／月額5,000円／☎362-3912

●たまご教室／北山幼稚園 【4図F-1】
木・土　9：40〜10：30、10：50〜11：40（月3回）／2・3歳児（保護者
同伴）／月額3,300円、入会金5,500円／モンテッソーリ教育の実
践（挨拶、物の受け渡し、ボタンかけ、紐通し、シール貼りなど実生活
に即した教具や、大きさ、長さ、太さなどの感覚教具を使い、自分自
身と他者への配慮を学びます）／☎042-573-0248

●つぼみ組／三光幼稚園 【2図E-5】
10：00〜11：00（年10回不定期）／入園前の2歳児／登録料
3,000円／保育見学、手遊び、紙芝居、リズム遊び／要電話予約／
当日参加10名募集（詳細はホームページにて）☎361-9870

●ピータンプレイルーム／プチプレイルーム／
　府中ひばり幼稚園 【4図E-5】

ピータンプレイルーム
10：30〜11：30（月1、2回で年間18回）／2歳児（保護者同伴）／3
回分4,500円、入会金6,000円／絵画、リズム、体操遊び、紙芝居な
どを親子で楽しみながら。まずは、小さな集団に慣れることから始ま
ります。／☎362-8674
プチプレイルーム
1歳児（保護者同伴）／開催日時、費用等詳細はホームページかお
電話でご確認ください。／☎362-8674

●おあそびサークルひまわりぐみ／府中白糸台幼稚園 【6図D-5】
水・木・金　9：00〜12：00（週1・2回）／1・2・3歳児

（初回のみ保護者同伴可）／月額11,000〜19,500円、入園料
10,500円／園内「ひまわり組」専用教室で専属教諭が様々な遊び
／☎360-9500

●En-joy Room ／府中白糸台幼稚園 【6図D-5】
未就園児／無料／親子体験教室、園庭開放／ホームページか電話
で問合せ／☎360-2201

●土曜キッズガーデン／府中わかば幼稚園 【8図A-1】
土　10：00〜11：00（年間6回）／2歳児（保護者同伴）／登録制／
無料／親子で歌、手遊び、お絵かき、親子の遊び場、交流の場／☎
361-6302

●めだかクラブ／府中わかば幼稚園 【8図A-1】
10：30〜11：30（週1回。年間25回）／2歳児（4月1日現在）／前期
保育料6か月10,000円（保育時間により変動）。別途入会金
10,000円／集団生活、生活習慣等を遊びながらゆっくり学んでい
く。／☎361-6302

●おひさまのへや／武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
月～金　9：30〜11：30（週1〜2回9：30〜12：30）／0歳〜／
施設利用料500円／0〜2歳児向けの絵本や木製玩具で遊びなが
らゆったり過ごします。／詳細はホームページ／☎361-9655

●タンポポの会／武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
木　9：30〜11：30（8月を除く。月1回）／2歳・3歳児／
施設利用料500円／粘土や絵の具いじり等、毎回企画を変えての
んびり楽しみます。／詳細はホームページ／☎361-9655

●幼児ルーム／府中おともだち幼稚園 【7図G-1】
お問い合わせください。／☎364-5579

●キッズルーム／府中天神町幼稚園 【5図F-1】
水　10：00〜11：00／2歳児（保護者同伴）／無料／親子のスキン
シップや音楽に合わせて動き、いろいろなことにチャレンジし、明る
く楽しく元気よくやります。／☎362-7829

●なかよし幼児サークル／府中あおい幼稚園 【4図G-2】
毎週水曜日9：15〜10：15（りんご組）、10：30〜11：30（ことり組）、
12：20〜13：20（こぐま組）／2歳児／月額5,000円、入会金5,000

円／基本的な生活習慣を身につけ、楽しく音楽を聴いたり表現し、お
友だちと様々な活動を通じて豊かな感性や想像力を養う。／☎
362-6695

●おひさまクラブ／府中佼成幼稚園 【6図B-5】
月1回の水曜日13：00〜14：00（年間9回無料）／2歳児（保護者同
伴）／園庭あそび、簡単製作、リズムあそび、歌、紙芝居など、先生た
ちと一緒に楽しく幼稚園ごっこで集団に親しんでいく。／☎
363-2150

●さくらんぼクラブ／あおい第一幼稚園 【5図C-1】
不定期月1回程度／1歳〜／登録無料／園庭開放や参加していた
だける園の行事やお遊び会についてのお知らせを、毎月手紙または
メールでお知らせします。また5月〜月1回親子で遊んでいただける
会を設けています。

●さくらんぼプレスクール／あおい第一幼稚園 【5図C-1】
水　10：00〜12：00（1時間ずつ2クラス）／満2歳児／登録制 毎
週水曜日／入会金5,000円、月謝4,000円／音楽、造形などの活動
を通して、園生活の基礎を身につける。／☎361-3653

※改修工事のため、中央図書館は令和４年10月１日（土）から令和５年２月28日（火）まで、地区図書館は令和５年２月１日（水）か
ら28日（火）まで休館します。
また、令和４年10月５日（水）から令和５年１月31日（火）まで中央図書館臨時窓口を設置します。
※貸出に関して等、詳細は図書館ホームページをご覧ください。　図書館ホームページ　https://library.city.fuchu.tokyo.jp

番号 館名 所在地 地図座標 電話番号 開館時間 休館日

1 中央図書館 府中町2の24（ルミエール府中内） 拡大図D-1 362-8647

9：00〜22：00
（レファレンス・
利用登録は19：
00まで） 

○第1火曜日（祝日・振替休日に当たる場合
は直後の平日）

○第3月曜日とその翌日（祝日・振替休日に
当たる場合は直後の平日）

○年末年始（12月29日から1月3日）
○特別整理日

2 白糸台図書館 白糸台1の60（白糸台文化センター内） 6図B-4 360-3443

9：00〜17：00

○第1・ 3月曜日（祝日・振替休日に当たる
場合は直後の平日）

○祝日
○年末年始（12月29日から1月3日）
○特別整理日

3 西府図書館 西府町1の60（西府文化センター内） 4図F-3 360-8998
4 武蔵台図書館 武蔵台2の2（武蔵台文化センター内） １図G-4 042-576-6390
5 新町図書館 新町1の66（新町文化センター内） ２図F-5 360-6336
6 住吉図書館 住吉町1の61（住吉文化センター内） 7図G-1 360-5775
7 是政図書館 是政2の20（是政文化センター内） 8図G-1 360-2882
8 紅葉丘図書館 紅葉丘2の1（紅葉丘文化センター内） 6図C-2 360-7227
9 押立図書館 押立町5の4（押立文化センター内） 9図D-2 042-483-4122
10 四谷図書館 四谷2の75（四谷文化センター内） 4図D-5 360-3663
11 片町図書館 片町2の17（片町文化センター内） 5図B-4 368-7117

12 宮町図書館 宮町3の1（ふるさと府中歴史館内） 拡大図B-4 364-3613

○月曜日
　（祝日、振替休日に当たる場合は直後の平日）
○5月連休（5月3日から5月5日）
○年末年始（12月29日から１月３日）
○特別整理日

13
生涯学習
センター 
図書館

浅間町1の7（生涯学習センター内） 5図G-2 336-5702
9：00〜19：00

（土・日曜日、祝日
は17：00まで） 

○第1月曜日
　（祝日・振替休日に当たる場合は直後の平日）
○第3水曜日とその翌日（祝日・振替休日に

当たる場合は直後の平日）
○年末年始（12月29日から 1月3日）
○特別整理日

※市外の方はいずれも倍額です。  ※❶〜❸は夏季期間のみ開催
※❹の休館日は、第１月曜日（祝日・振替休日に当たる場合は直後の平日）及び年末年始など。
※寿町の市民プールは幼児用プールがありませんので、除外しています。
※美好水遊び広場に限り、遊泳用オムツを着用した場合は、ご利用いただけます。
連絡先 ❶、❸はスポーツタウン推進課施設係（TEL.335-4488/FAX.365-3593）
 ❷は郷土の森総合体育館（TEL.363-8111/FAX.360-9856）
 ❹は生涯学習センター（TEL.336-5700/FAX.336-5709）

番号 施設名 所在地 地図座標 利用時間 子ども 高校生 大人 備考

1 美好水遊び広場 美好町1-27 5図B-3
第1回（10：00〜12：00）

30円 60円 100円 2時間の入替制第2回（13：00〜15：00）
第3回（15：30〜17：30）

2 郷土の森総合プール 矢崎町5-5 8図C-2 10：00〜17：00 2時間50円 2時間100円 2時間150円 2時間以上は超過料金必要

3 西府プール 西府町1-60 4図F-3
第1回（10：00〜12：00）

30円 60円 100円 2時間の入替制第2回（13：00〜15：00）
第3回（15：30〜17：30）

4 生涯学習センター
温水プール 浅間町1-7 5図G-2 9：00〜21：30

（入場は20：30まで）
3歳〜中学生
2時間150円 2時間250円 2時間400円 水泳帽必要

2時間以上は超過料金必要

■プール

■図書館

図書館・プール一覧
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園庭開放

月・水曜日 ・・・西・本町・美好保育所
月・木曜日 ・・・北山保育所

火・金曜日 ・・・東・住吉・小柳・四谷保育所
水・木曜日 ・・・北・中央・八幡・三本木保育所

11：00～12：00／0歳～就学前の児童とその保護者／無料／園庭を使って親子で楽しく遊ぶ／当日直接保育所へ

※３月21日～４月９日までの間、12月29日～１月３日までの間、及び祝日を除く平日の開催です。

12か所市立保育所

私立保育園

●南分倍保育園 【8図B-1】
木 1・2歳児で10人程度／無料／子どもと遊ぼう、季節の遊びなど
／お子さんと母親のプロフィール必要／月に1回～2回
●是政保育園 【8図F-1】
月～金　10：00～11：30／0歳～就学前の乳幼児／無料／園庭を
利用して親子や在園児と遊ぶ／事前に電話で申し込み
●晴見保育園 【5図D-1】
土　10:00～11：00／0歳～就学前の乳幼児／無料／親子での園
庭遊び（雨天は遊戯室）／当日直接会場へ
●府中保育園 【4図G-4】
水　０歳～５歳の乳幼児／無料／親子参加で在園児と一緒に遊ぶ
／事前に電話で園に申込み　※令和４年11月まで建て替え工事
のため休止中
●にじのいろ保育園 【8図E-2】
木　10：00～／地域に住む就学前の乳幼児とその保護者／毎月
第3木曜日／無料／在園の子どもたちと過ごし、集団の中での子ど
もの姿を見る
●山手保育園 【6図C-5】
木　毎月第4木曜日／0歳～３歳程度の乳幼児／無料／砂場や固
定遊具遊び／事前申込み可。当日直接会場へ
●さくらんぼ保育園 【6図C-3】
0歳～就学前の乳幼児とその保護者／年間10回程度／無料／園
庭内での自由遊び（水、砂、泥遊び）／当日直接会場へ
●押立第二保育園分園 【9図C-1】
金　10：00～11：00（第4金曜日）／0歳～3歳程度の乳幼児と保護
者／無料／砂場や固定遊具で遊ぶ（雨天中止）／当日直接会場へ
●わらしこ保育園 【6図B-2】
月～金　10：00～11：00／0歳～就学前の乳幼児１日１組／予約
制（要相談）／無料／園庭遊具を使った遊び、砂場、シャワー（給食
提供あり、要予約、有料）事前に電話で申込み
●第２府中保育園 【4図D-4】
月　９：30～12：00／0歳～就学前の乳幼児。第1月曜日に身体測定
／無料／園庭の遊具やアスレチックなどで遊ぶ／当日直接保育園へ

●府中めぐみ保育園（園内開放） 【拡大図D-3】
無料／子どもの日集会、七夕、節分、ひな祭りなどに園内を開放し、
地域の高齢者や小学生と触れ合う／当日直接会場へ／開催日時・
詳細はホームページからお問い合わせください。
●キッズランド府中保育園（園内開放）【7図G-1】
無料／誕生会や園行事への参加／要事前申し込み／開催日時は
直接保育園へ電話にてお問い合わせください。
●キッズルームこっこ保育園 【6図A-4】
火・金　10：00～11：30／0歳～3歳程度の未就園児／無料／公園
を利用して親子・在園児と遊ぶ／当日直接公園へ
●めぐみ第二保育園（ホール開放） 【2図F-5】
水　毎月第2・4水曜日／無料／園行事への参加／詳細はホーム
ページをご確認ください／育児講座・地域リトミック・体育指導など
随時行っております。
●西府の森保育園 【4図G-3】
月～土　10：00～12：00／0歳～就学前の乳幼児／無料／在園児
と一緒に園庭遊び（雨天中止）／当日直接保育園へ
●光明高倉保育園 【5図A-4】
水　13：30～14：30※毎月第３水曜のみ／１日４組限定／事前に
電話での予約が必要です。
●まなびの森保育園中河原 【7図F-1】
10：00～11：00／無料／園庭にて在園児と一緒に遊ぶ／予約制と
なりますので、事前に保育園にお問合せください。
●第２キッズランド府中保育園（園内開放） 【拡大図A-2】
無料／誕生会や園行事への参加／要事前申し込み／詳細はホー
ムページ参照
●光明府中南保育園 【5図C-5】
月～金　11：30～14：30／無料／園庭を利用して在園児と一緒に
遊ぶ（１組30分以内）／当日直接会場へ
●アスク府中片町保育園 【5図C-4】
火　10：00～11：00／未就園児とその保護者。1日3組まで／無料
／園庭を利用して保護者や在園児と遊ぶ（雨天時園内開放）。第3
火曜日はわらべうたの日等開催予定／事前に電話で申込み／詳細
はホームページ参照
●トレジャーキッズぶばい保育園 【5図A-3】
水　10：00～11：00／無料／0歳～3歳児とその保護者／園庭を
使って親子で楽しく遊ぶ／当日直接保育園へ

未就園児保育
　私立幼稚園では、未就園児や入園前の年齢の幼児を対象にした保育や教室を実施している園があります。

●ひよこクラス／ぴよぴよクラスⅠ・Ⅱ／明星幼稚園 【2図D-4】
ひよこクラス
13：30～15：00（年７回）／未就園児と保護者／毎回保険料一人
50円のみ／園庭開放、コーナー遊び（制作、ゲーム）お楽しみ（人形
劇、紙芝居等）、星まつり、運動会／ホームページにてお申込みくだ
さい。（親子の上履き必要）／☎368-5110
ぴよぴよクラスⅠ
1歳児と保護者／1回1,000円／詳細はホームページをご覧ください。
ぴよぴよクラスⅡ
2歳児（入園前の一年間）と保護者／月額8,000円／詳細はホーム
ページをご覧ください。
●ちゅーりっぷ教室／府中文化幼稚園 【拡大図A-1】
月または火　10：10～11：00／週1回4月～9月／入会金3,000円／
月額4,000円／2歳～3歳児（保護者同伴）／工作・音楽あそび、体操
あそび、プールあそびなど。入園準備クラスです。／☎361-5416
http://www.fuchu-bunka.jp参照
●虹／府中文化幼稚園 【拡大図A-1】
土　10：00～10：30／4～8月第4土曜日、9月第1土曜日（年間6
回）／無料／2・3歳児とその親（要予約）／親子で歌、体操、手遊
び、マジック、工作／☎361-5416
http://www.fuchu-bunka.jp参照
●しらゆりチェリークラブ／府中白百合幼稚園 【5図A-3】
水　9：45～10：45（青組）11：10～12：10（もも組）
木　9：45～10：45（きいろ組）／満2歳児（保護者同伴）／年間20
回〈月額3,000円10回集金〉、入会金なし／お友達と先生と共に楽
しくリズム遊びや製作活動を行います。これらのプログラムを通して
園生活の基礎をつくります。／☎361-3025
●おあそび会／府中つくし幼稚園 【6図D-2】
水　13：45～14：45（月1回不定期）／2・3歳児／無料／少人数の
クラスをつくり、保護者から離れて室内で遊んだり、お庭で遊んだり
します。幼稚園に来て先生やお友達と遊ぶ経験を重ねて集団遊び
に慣れてほしいと思います。／☎361-3630
●幼児教室ぺんぎん／府中白百合第二幼稚園【5図G-5】
火・木・金　10：00～11：00または11：20～12：20（月２回）／2歳児
（保護者同伴）／月額3,000円／お友だちと楽しみながら様々な体
験を積み、自分でできる事を増やしながら、無理なく幼稚園入園を
迎えるための入園準備教室／☎361-9957
●親子体操教室らっこ／府中白百合第二幼稚園 【5図G-5】
土　10：00～10：50、11：00～11：50（月1回）／2歳児（保護者同伴）／月額
1,500円／子どもが工夫して興味を持って自発的に遊ぶ／☎361-9957
●ももちゃん教室／府中新町幼稚園 【2図F-5】
木　①9：45～10：45、②11：00～12：00（年30回）／2歳児（保護
者同伴）／月額5,000円／☎362-3912
●たまご教室／北山幼稚園 【4図F-1】
木・土　9：40～10：30、10：50～11：40（月3回）／2・3歳児（保護者
同伴）／月額3,300円、入会金5,500円／モンテッソーリ教育の実
践（挨拶、物の受け渡し、ボタンかけ、紐通し、シール貼りなど実生活
に即した教具や、大きさ、長さ、太さなどの感覚教具を使い、自分自
身と他者への配慮を学びます）／☎042-573-0248

●つぼみ組／三光幼稚園 【2図E-5】
10：00～11：00（年10回不定期）／入園前の2歳児／登録料
3,000円／保育見学、手遊び、紙芝居、リズム遊び／要電話予約／
当日参加10名募集（詳細はホームページにて）☎361-9870
●ピータンプレイルーム／プチプレイルーム／
　府中ひばり幼稚園 【4図E-5】
ピータンプレイルーム
10：30～11：30（月1、2回で年間18回）／2歳児（保護者同伴）／3
回分4,500円、入会金6,000円／絵画、リズム、体操遊び、紙芝居な
どを親子で楽しみながら。まずは、小さな集団に慣れることから始ま
ります。／☎362-8674
プチプレイルーム
1歳児（保護者同伴）／開催日時、費用等詳細はホームページかお
電話でご確認ください。／☎362-8674
●おあそびサークルひまわりぐみ／府中白糸台幼稚園 【6図D-5】
水・木・金　9：00～12：00（週1・2回）／1・2・3歳児
（初回のみ保護者同伴可）／月額11,000～19,500円、入園料
10,500円／園内「ひまわり組」専用教室で専属教諭が様々な遊び
／☎360-9500
●En-joy Room ／府中白糸台幼稚園 【6図D-5】
未就園児／無料／親子体験教室、園庭開放／ホームページか電話
で問合せ／☎360-2201
●土曜キッズガーデン／府中わかば幼稚園 【8図A-1】
土　10：00～11：00（年間6回）／2歳児（保護者同伴）／登録制／
無料／親子で歌、手遊び、お絵かき、親子の遊び場、交流の場／☎
361-6302
●めだかクラブ／府中わかば幼稚園 【8図A-1】
10：30～11：30（週1回。年間25回）／2歳児（4月1日現在）／前期
保育料6か月10,000円（保育時間により変動）。別途入会金
10,000円／集団生活、生活習慣等を遊びながらゆっくり学んでい
く。／☎361-6302
●おひさまのへや／武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
月～金　9：30～11：30（週1～2回9：30～12：30）／0歳～／
施設利用料500円／0～2歳児向けの絵本や木製玩具で遊びなが
らゆったり過ごします。／詳細はホームページ／☎361-9655
●タンポポの会／武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
木　9：30～11：30（8月を除く。月1回）／2歳・3歳児／
施設利用料500円／粘土や絵の具いじり等、毎回企画を変えての
んびり楽しみます。／詳細はホームページ／☎361-9655
●幼児ルーム／府中おともだち幼稚園 【7図G-1】
お問い合わせください。／☎364-5579
●キッズルーム／府中天神町幼稚園 【5図F-1】
水　10：00～11：00／2歳児（保護者同伴）／無料／親子のスキン
シップや音楽に合わせて動き、いろいろなことにチャレンジし、明る
く楽しく元気よくやります。／☎362-7829
●なかよし幼児サークル／府中あおい幼稚園 【4図G-2】
毎週水曜日9：15～10：15（りんご組）、10：30～11：30（ことり組）、
12：20～13：20（こぐま組）／2歳児／月額5,000円、入会金5,000

その他

地域型保育事業

●保育ルーム　ひよこっこわかまつ 【6図A-2】
9：30～11：00（月2～3回　日程は園前掲示板またはインスタグラムにてご確認ください。）／0～2歳児／お庭で遊んだり、公園へ散歩に行きましょう。

私立幼稚園

●府中白百合第二幼稚園 【5図G-5】
土　9：00～12：00（月1回）／就園前のお子様とその保護者／無料／
園庭遊具や砂場で自由に遊ぶ／当日直接幼稚園へ／☎361-9957
●北山幼稚園 【4図F-1】
土　9：00～17：00（第3土曜日）／0歳～就学前の乳幼児とその保
護者／無料／園庭で遊ぶ／行事と重なる場合がありますので、事
前にお問い合わせください。／ ☎042-573-0248

●府中わかば幼稚園 【8図A-1】
土　12：00～15：30／0歳～就学前の乳幼児とその保護者／無料
／園庭遊具や砂場で自由に遊ぶ／当日直接幼稚園へ／☎
361-6302
●武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
土　9：15～11：00／就園前のお子様とその保護者／200円（保
険、おやつ代）／園庭や保育室で親子で遊ぶ／実施日の前日の午
後3時までに電話予約／☎361-9655

　毎週月・火・木・金曜日 の14：00～16：00／0歳～就学前の乳幼児とその保護者／無料／園庭に準備した砂場や遊具で遊
ぶ（相談窓口併設）／当日直接幼稚園へ／学務保健課学務係（☎335-4436）

市立幼稚園
●みどり幼稚園 【5図E-3】

●府中あおい幼稚園 【4図G-2】
土　10：00～11：00（第1、3土曜日）／0歳～就学前の乳幼児とその保護者
／無料／幼児室、園庭遊具、砂場などで自由に遊ぶ／行事等で重なる場合が
ありますので、前日の午後4時までにお問い合わせください。／ ☎362-6695

●あおい第一幼稚園 【5図C-1】
毎月6～27日の9：00～11：25（雨天中止）／1歳～就園前の乳幼児
とその保護者／園内で在園の子どもたちの遊びに参加したりして自
由に遊ぶ／要予約、直接幼稚園へ／☎361-3653

円／基本的な生活習慣を身につけ、楽しく音楽を聴いたり表現し、お
友だちと様々な活動を通じて豊かな感性や想像力を養う。／☎
362-6695
●おひさまクラブ／府中佼成幼稚園 【6図B-5】
月1回の水曜日13：00～14：00（年間9回無料）／2歳児（保護者同
伴）／園庭あそび、簡単製作、リズムあそび、歌、紙芝居など、先生た
ちと一緒に楽しく幼稚園ごっこで集団に親しんでいく。／☎
363-2150

●さくらんぼクラブ／あおい第一幼稚園 【5図C-1】
不定期月1回程度／1歳～／登録無料／園庭開放や参加していた
だける園の行事やお遊び会についてのお知らせを、毎月手紙または
メールでお知らせします。また5月～月1回親子で遊んでいただける
会を設けています。
●さくらんぼプレスクール／あおい第一幼稚園 【5図C-1】
水　10：00～12：00（1時間ずつ2クラス）／満2歳児／登録制 毎
週水曜日／入会金5,000円、月謝4,000円／音楽、造形などの活動
を通して、園生活の基礎を身につける。／☎361-3653

●ひよこクラス／ぴよぴよクラスⅠ・Ⅱ／明星幼稚園 【2図D-4】
ひよこクラス
13：30～15：00（年７回）／未就園児と保護者／毎回保険料一人
50円のみ／園庭開放、コーナー遊び（制作、ゲーム）お楽しみ（人形
劇、紙芝居等）、星まつり、運動会／ホームページにてお申込みくだ
さい。（親子の上履き必要）／☎368-5110
ぴよぴよクラスⅠ
1歳児と保護者／1回1,000円／詳細はホームページをご覧ください。
ぴよぴよクラスⅡ
2歳児（入園前の一年間）と保護者／月額8,000円／詳細はホーム
ページをご覧ください。
●ちゅーりっぷ教室／府中文化幼稚園 【拡大図A-1】
月または火　10：10～11：00／週1回4月～9月／入会金3,000円／
月額4,000円／2歳～3歳児（保護者同伴）／工作・音楽あそび、体操
あそび、プールあそびなど。入園準備クラスです。／☎361-5416
http://www.fuchu-bunka.jp参照
●虹／府中文化幼稚園 【拡大図A-1】
土　10：00～10：30／4～8月第4土曜日、9月第1土曜日（年間6
回）／無料／2・3歳児とその親（要予約）／親子で歌、体操、手遊
び、マジック、工作／☎361-5416
http://www.fuchu-bunka.jp参照
●しらゆりチェリークラブ／府中白百合幼稚園 【5図A-3】
水　9：45～10：45（青組）11：10～12：10（もも組）
木　9：45～10：45（きいろ組）／満2歳児（保護者同伴）／年間20
回〈月額3,000円10回集金〉、入会金なし／お友達と先生と共に楽
しくリズム遊びや製作活動を行います。これらのプログラムを通して
園生活の基礎をつくります。／☎361-3025
●おあそび会／府中つくし幼稚園 【6図D-2】
水　13：45～14：45（月1回不定期）／2・3歳児／無料／少人数の
クラスをつくり、保護者から離れて室内で遊んだり、お庭で遊んだり
します。幼稚園に来て先生やお友達と遊ぶ経験を重ねて集団遊び
に慣れてほしいと思います。／☎361-3630
●幼児教室ぺんぎん／府中白百合第二幼稚園【5図G-5】
火・木・金　10：00～11：00または11：20～12：20（月２回）／2歳児
（保護者同伴）／月額3,000円／お友だちと楽しみながら様々な体
験を積み、自分でできる事を増やしながら、無理なく幼稚園入園を
迎えるための入園準備教室／☎361-9957
●親子体操教室らっこ／府中白百合第二幼稚園 【5図G-5】
土　10：00～10：50、11：00～11：50（月1回）／2歳児（保護者同伴）／月額
1,500円／子どもが工夫して興味を持って自発的に遊ぶ／☎361-9957
●ももちゃん教室／府中新町幼稚園 【2図F-5】
木　①9：45～10：45、②11：00～12：00（年30回）／2歳児（保護
者同伴）／月額5,000円／☎362-3912
●たまご教室／北山幼稚園 【4図F-1】
木・土　9：40～10：30、10：50～11：40（月3回）／2・3歳児（保護者
同伴）／月額3,300円、入会金5,500円／モンテッソーリ教育の実
践（挨拶、物の受け渡し、ボタンかけ、紐通し、シール貼りなど実生活
に即した教具や、大きさ、長さ、太さなどの感覚教具を使い、自分自
身と他者への配慮を学びます）／☎042-573-0248

●つぼみ組／三光幼稚園 【2図E-5】
10：00～11：00（年10回不定期）／入園前の2歳児／登録料
3,000円／保育見学、手遊び、紙芝居、リズム遊び／要電話予約／
当日参加10名募集（詳細はホームページにて）☎361-9870
●ピータンプレイルーム／プチプレイルーム／
　府中ひばり幼稚園 【4図E-5】
ピータンプレイルーム
10：30～11：30（月1、2回で年間18回）／2歳児（保護者同伴）／3
回分4,500円、入会金6,000円／絵画、リズム、体操遊び、紙芝居な
どを親子で楽しみながら。まずは、小さな集団に慣れることから始ま
ります。／☎362-8674
プチプレイルーム
1歳児（保護者同伴）／開催日時、費用等詳細はホームページかお
電話でご確認ください。／☎362-8674
●おあそびサークルひまわりぐみ／府中白糸台幼稚園 【6図D-5】
水・木・金　9：00～12：00（週1・2回）／1・2・3歳児
（初回のみ保護者同伴可）／月額11,000～19,500円、入園料
10,500円／園内「ひまわり組」専用教室で専属教諭が様々な遊び
／☎360-9500
●En-joy Room ／府中白糸台幼稚園 【6図D-5】
未就園児／無料／親子体験教室、園庭開放／ホームページか電話
で問合せ／☎360-2201
●土曜キッズガーデン／府中わかば幼稚園 【8図A-1】
土　10：00～11：00（年間6回）／2歳児（保護者同伴）／登録制／
無料／親子で歌、手遊び、お絵かき、親子の遊び場、交流の場／☎
361-6302
●めだかクラブ／府中わかば幼稚園 【8図A-1】
10：30～11：30（週1回。年間25回）／2歳児（4月1日現在）／前期
保育料6か月10,000円（保育時間により変動）。別途入会金
10,000円／集団生活、生活習慣等を遊びながらゆっくり学んでい
く。／☎361-6302
●おひさまのへや／武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
月～金　9：30～11：30（週1～2回9：30～12：30）／0歳～／
施設利用料500円／0～2歳児向けの絵本や木製玩具で遊びなが
らゆったり過ごします。／詳細はホームページ／☎361-9655
●タンポポの会／武蔵野学園ひまわり幼稚園 【6図D-1】
木　9：30～11：30（8月を除く。月1回）／2歳・3歳児／
施設利用料500円／粘土や絵の具いじり等、毎回企画を変えての
んびり楽しみます。／詳細はホームページ／☎361-9655
●幼児ルーム／府中おともだち幼稚園 【7図G-1】
お問い合わせください。／☎364-5579
●キッズルーム／府中天神町幼稚園 【5図F-1】
水　10：00～11：00／2歳児（保護者同伴）／無料／親子のスキン
シップや音楽に合わせて動き、いろいろなことにチャレンジし、明る
く楽しく元気よくやります。／☎362-7829
●なかよし幼児サークル／府中あおい幼稚園 【4図G-2】
毎週水曜日9：15～10：15（りんご組）、10：30～11：30（ことり組）、
12：20～13：20（こぐま組）／2歳児／月額5,000円、入会金5,000

円／基本的な生活習慣を身につけ、楽しく音楽を聴いたり表現し、お
友だちと様々な活動を通じて豊かな感性や想像力を養う。／☎
362-6695
●おひさまクラブ／府中佼成幼稚園 【6図B-5】
月1回の水曜日13：00～14：00（年間9回無料）／2歳児（保護者同
伴）／園庭あそび、簡単製作、リズムあそび、歌、紙芝居など、先生た
ちと一緒に楽しく幼稚園ごっこで集団に親しんでいく。／☎
363-2150

●さくらんぼクラブ／あおい第一幼稚園 【5図C-1】
不定期月1回程度／1歳～／登録無料／園庭開放や参加していた
だける園の行事やお遊び会についてのお知らせを、毎月手紙または
メールでお知らせします。また5月～月1回親子で遊んでいただける
会を設けています。
●さくらんぼプレスクール／あおい第一幼稚園 【5図C-1】
水　10：00～12：00（1時間ずつ2クラス）／満2歳児／登録制 毎
週水曜日／入会金5,000円、月謝4,000円／音楽、造形などの活動
を通して、園生活の基礎を身につける。／☎361-3653
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子育て関連の市民団体
　市内には子育て中の親子が集まって親子遊びなどを行うサークルがたくさんあります。
　詳しくは、下記ホームページなどでご確認ください。

▼地域子育てひろば活動団体
　親子の交流の場の提供や子育てに関する催しを行う団体として、市が活動費の一部を補助している団体です。個々の団体の
情報は、市のホームページにてご確認いただくか、市の担当部署へお問い合わせください。
■ホームページ：http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/oyako/tiikikosodatehiroba.html
問 子育て応援課推進係（TEL.335-4192）

▼子ども食堂実施団体
　市内で子ども食堂を実施しており、市が開催する子ども・子育て応援に関わる関係機関との連絡会に参加している団体です。
個々の団体等の情報は、市ホームページにてご確認いただくか、市の担当部署へお問い合わせください。
■ホームページ：http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kosodate/shussan/oyako/kodomo_shokudo.html
問 子育て応援課推進係（TEL.335-4192）

▼社会教育（学習）関係の登録団体
　社会教育や学習活動を行う団体として府中市教育委員会に登録された団体です。これらの団体の中には親子で参加できる活
動を行っている団体もあります。個々の団体の情報は、市内各施設の閲覧台帳や市のホームページにてご確認いただくか、市の
担当部署へお問い合わせください。
■閲覧場所：府中駅北第2庁舎４階文化生涯学習課、生涯学習センター、子ども家庭支援センター「たっち」、各文化センター 他
■ホームページ：http://www.city.fuchu.tokyo.jp/bunka/shogaigakushu/osirase/shakaikyouiku_
kannkeidanntai.html
問 文化生涯学習課生涯学習係（TEL.335-4394）

▼男女共同参画センターの登録団体
　男女共同参画センター「フチュール」において、男女共同参画社会の実現や女性問題の解決に関する活動を行う団体として登
録された団体です。これらの団体の中には親子で参加できる活動を行っている団体もあります。個々の団体の情報は、市のホーム
ページにてご確認いただくか、市の担当部署へお問い合わせください。
■ホームページ：http://www.city.fuchu.tokyo.jp/shisetu/komyunite/wcenter/sukuea/touroku.html
問 男女共同参画センター「フチュール」（TEL.351-4600）

▼子育てひろば情報誌「てくてくひろば」
　特定非営利活動法人ママチャーリーズが四半期毎に発行する、子育てひろば情報を集めたリーフレットです。市が運営する子育
てひろばから、市民団体の方が自主的に運営している子育てひろばまで、幅広く掲載しています。
■配布場所：市役所５階子育て応援課、子ども家庭支援センター「たっち」、子育て世代包括支援センター「みらい」、各文化セン
ター、協力店舗、他
■ホームページ（てくてく府中）：http://www.tekutekufuchu.com/
問 てくてく府中事務局（TEL.070-6488-6291/メールアドレスinfo@tekutekufuchu.com　担当：成川）

▼携帯・スマートフォンから下記二次元コードを読み込むと、それぞれのサイトへ接続されます

ママッチュ
てくてくひろば
キャラクター

地域子育て
ひろば活動
団体

社会教育
（学習）関係の
登録団体

男女共同参画
センターの
登録団体

子育てひろば情報
サイト
「てくてく府中」

子ども食堂
実施団体
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