子育てに便利な公共サービス
杉並区には
「子育て応援券」
のほかにも、子育てに役立つサポートがあります。
行政や地域のサービス、仲間のアドバイスを上手に利用して、子育てしましょう。

※ 応 のマークがある施設やサービスは、その利用
に子育て応援券が使える場合があります。
※情報は令和4年4月1日時点のものです。
取材・編集：サンケイリビング新聞社吉祥寺オフィス

子どもを預けるサービス
ときどき
預けたい
とき

一時保育 子育て
サポートセンター 応
センター宮前
（宮前保育園内）
☎3333-4699
センター今川
（今川保育園内）
☎3394-3935

家庭で育児をしている人が、通院、
PTAの会議、仕事などで子どもを預
けたいとき。1時間単位。生後6カ月
〜就学前。育児不安などのさまざま
な相談も受け付けています。

ファミリー
サポートセンター

杉並区社会福祉協議会
杉並ファミリーサポートセンター
☎5347-1021
子育ての手助けがほしい人
（利用
会員）
と手助けできる人
（協力会員）
が、相互援助をする会員制の組織。
一時預かりや送迎など。

※開所日時については、P107をご確認ください。

子どもが
体調不良の
とき

子ども・子育てプラザ天沼
一時預かり専用電話 ☎5335-9721

子ども・子育てプラザ善福寺

上荻3-26-14
ドミトリー上荻Ⅱ 1階

ひととき保育八成★

☎6915-0233

井草2-27-13

ひととき保育宮前★

☎3333-5114

宮前5-24-18

ひととき保育高井戸

☎5346-1930

高井戸東3-7-5
高井戸地域区民センター内

ひととき保育方南

☎6802-4084

方南1-33-19

子どもショートステイ（就学前の乳幼児のみ）応

保護者が出産・入院などで一時的に保育ができなくなっ
たとき、区立保育園
（公設民営園含む）
で子どもを一時的に
預かる制度
（保護者の病状などによっては、お預かりできな
い場合もあります）
。生後4カ月〜就学前の健康な乳幼児。

杉並子ども家庭支援センター
「ゆうライン」
相談専用電話 ☎5929-1901
保護者が病気・出産・育児疲れなどで一時的に子どもの
養育が困難となった場合、区内の乳児院・児童養護施設に
おいて宿泊で子どもを預かります。0歳〜12歳（小学生ま
で）
。1回7日以内
（年度内の合計は28日以内）
。

応

保育課保育支援係 ☎3312-2111
（代表）
保護者が仕事などの事情により、保育ができない病気
やケガなどの回復期にある子どもを、区が委託する医療機
関等で預かる制度。事前登録が必要。対象は生後5カ月〜
就学前の乳幼児。

子育て支援サービス

142

児

児

ラ
報

子ども・子育てプラザ高円寺
一時預かり専用電話 ☎6383-2616

☎3395-0135

保育課保育支援係 ☎3312-2111
（代表）

が
用
で

子ども・子育てプラザ成田西
一時預かり専用電話 ☎6915-1633

ひととき保育上荻★

緊急一時保育

病児・病後児保育

子ども・子育てプラザ和泉
一時預かり専用電話 ☎3328-6561

保護者の方が仕事、通院、リフレ
ッシュ等で一時的にお子さんを預け
たいときに、1時間単位でお子さん
をお預かりします。

子ども家庭部管理課地域子育て支援係 ☎3312-2111
（代表）

保護者の方が仕事や通院、リフレッシュ等で一
時的にお子さんを預けたいときに、1時間単位で
お子さん（生後6カ月〜就学前）をお預かりします。
右記★印の施設は乳幼児親子の交流や育児相談
ができる
「つどいの広場」
（親子の集いページ参照）
を併設しています。

一時預かり
（子ども・子育てプラザ）応

※令和4年9月開設予定

ひととき保育 応

出産や
入院等で
預けたい
とき

応

つ

子

訪問育児サポーター

産前・産後支援ヘルパー 応

杉並区社会福祉協議会ささえあい係 ☎5347-1018

子ども家庭部管理課地域子育て支援係 ☎3312-2111
（代表）

1歳未満のお子さんのいる家庭を、子育て経験があり、専門の研修を
受けたサポーターが訪問して、お話を聞いたり育児の仕方を一緒に考え、
一緒に行います。訪問は1回2時間・3回まで
（多胎児の場合6回）
。無料。

産前・産後の家事や育児の支援が必要な家庭をヘルパーが訪問し
て、家事援助等を行います。利用できる方は、❶妊娠中の方、❷出
産後退院した翌日から1歳未満の子を養育中の方。
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子育ての輪を広げよう
つどいの広場

子ども・子育てプラザ

応

子ども家庭部管理課地域子育て支援係

児童青少年課 ☎3393-4760

ひととき保育に併設して、民間事業者が運営する
「つどいの広場」
が区内に3カ所あります。0歳から就学前のお子さんまで、親子で利
用できます。専任のスタッフがあたたかく迎えてくれるので、いつ
でも気軽に遊びに行けます。詳細は親子の集いページ参照。

妊娠期から乳幼児の親子がいつでも気軽に立ち寄れ、ほっと過ご
すことができます。プレママ・プレパパ講座、乳幼児親子向けプロ
グラム、子育て支援講座、身近な子育て相談や情報提供などを実施
しています。詳細は各子ども・子育てプラザへ。

児童館

問い合わせ及び申し込みは、希望する区立保育園

児童青少年課 ☎3393-4760

ふれあい保育 （公設民営園含む）に直接お電話ください。

全児童館で乳幼児親子のつどいのひろば「ゆうキッズ」のミニプログ
ラムとして、手遊びや体操などを実施しています。地域の子育ての情
報交換や親子共にお友達づくりをしませんか。詳細は各児童館へ。

区内在住の就学前の乳幼児と保護者が保育園生活を体験する中
で、保育士や看護師、調理職員から育児に関するアドバイスを受け
られます。詳細は各区立保育園
（公設民営園含む）
へ。

子育てに関する相談窓口
杉並子ども家庭支援センター

「ゆうライン」
相談専用電話 ☎5929-1901

育児の不安や悩みなど、0歳〜18歳まで
の子育てに関する相談が受けられます。

児童発達相談係

☎5305-6713

ことばが遅い、歩き始めるのが遅いなど、
未就学児の発達が気になるときに相談が受
けられます。
まずはお電話を
（面接は予約制）
。

保健センター

子どもセンター

・荻窪保健センター ☎3391-0015
・高井戸保健センター ☎3334-4304
・高円寺保健センター ☎3311-0116
・上井草保健センター ☎3394-1212
・和泉保健センター ☎3313-9331

・荻窪子どもセンター ☎5347-2081
・高井戸子どもセンター ☎5941-3839
・高円寺子どもセンター ☎3312-2811
・上井草子どもセンター ☎3399-1131
・和泉子どもセンター ☎3312-3671

育児相談や保護者の心の相談が受けられ
ます。乳幼児歯科相談、
離乳食講習会も開催。

地域の子育てサービスの情報や利用の相
談、保育園の入園相談ができます。

杉並福祉事務所

民生・児童委員・主任児童委員

・荻窪事務所
・高円寺事務所
・高井戸事務所

☎3398-9104
☎5306-2611
☎3332-7221

保健福祉部管理課地域福祉係
☎3312-2111（代表）

東京都杉並児童相談所

☎5370-6001

救急連絡先
急な病気、ケガに対応する医療機関

小児救急医療に関する相談電話窓口

児童虐待についての相談･連絡窓口

▪杉並区休日等夜間急病診療所

▪杉並区急病医療情報センター

▪杉並子ども家庭支援センター

☎3391-1599

▪杉並区歯科休日急病診療

☎5347-2252

プッシュ回線用の固定電話、携帯電話 ♯7399

☎3398-5666

▪子供の健康相談室

▪杉並区内の夜間の
小児科
（16歳未満）
協力医療機関

プッシュ回線用の固定電話、携帯電話 ♯8000

（日曜、
祝日・年末年始のみ診療）

東京衛生アドベンチスト病院

☎3392-6151

天沼3-17-3

河北総合病院

☎3339-2121

阿佐谷北1-7-3

☎5285-8898（小児救急相談）

▪東京都保健医療情報センター「ひまわり」

☎5929-1902

阿佐谷南1-14-8
月〜土曜の8時30分〜17時

▪高円寺子ども家庭支援センター

☎3315-2800

高円寺南3-31-3
月〜土曜の8時30分〜17時

▪荻窪子ども家庭支援センター

☎5335-7877

荻窪5-20-1(杉並保健所4階）
月〜土曜の８時30分〜17時

☎5272-0303

▪東京都杉並児童相談所

▪東京消防庁救急相談センター

▪東京都児童相談センター（夜間◦休日緊急連絡）

聴覚・言語障害などの人専用 FAX5285-8080

☎3212-2323

プ
 ッシュ回線用の電話、携帯電話、PHS♯7119

▪こどもの救急（ONLINE-QQ ／日本小児科学会）
http://kodomo-qq.jp/

☎5370-6001

南荻窪4-23-6

☎5937-2330

平日夜間
（17時45分以降）
土曜・日曜・祝日
（年末年始含む）

▪児童相談所全国共通ダイヤル

☎189（いち・はや・く）24時間365日

▪警察署

杉並警察署
荻窪警察署
高井戸警察署

☎3314-0110
☎3397-0110
☎3332-0110
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家族でドコ行く？

杉並おでかけ情報
杉並区には、
区の施設や公園などたくさんあります。遠出をしなくても近場で十分
楽しめますよ。出かけるときはチェックしてみてね！

※区内各施設の場所はP28～29
「杉並町マップ」
にも掲載しています。
取材・編集：サンケイリビング新聞社吉祥寺オフィス
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東京工芸大学 杉並アニメーションミュージアム

アニメをもっと身近に

アニメのまち・杉並が誇る、日本初のアニメの体験型総合展示施設。
3～4カ月ごとに替わる企画展のほか、アフレコやアニメ制作のワーク
ショップ、名作アニメの上映など、アニメを身近に体験できる楽しい
施設です。

入館料無料／火～日曜10:00 ～ 18:00（入館
は17:30まで）／月曜休館（祝日の場合開館、
翌平日休館）／上荻3-29-5杉並会館3階／ JR
「荻窪駅」北口0番・1番乗り場からバスで「荻窪
警察署前」
下車すぐ／☎3396-1510
HP

twitter

学ぶ

杉並区立郷土博物館・博物館分館

「撮影：市村智博」

伝統的な年中行事や昔話に触れよう

杉並の歴史や文化を紹介している施設。敷地内の古民家では、節
分の豆まき、七夕の笹飾りなど、季節を感じる年中行事があり、親
子で参加できるイベントも。天沼弁天池公園内の分館では、公園で
遊びながら気軽に企画展示を楽しめます。月2回区内の昔話の紙芝居
口演もあります。

多
健
で

下

［博物館］観覧料100円（中学生以下、障害者手帳を提示する方およびその付き添いの方
無料）／大宮1-20-8 ／京王井の頭線「永福町駅」北口徒歩15分／☎3317-0841［分館］
入館料無料／天沼3-23-1天沼弁天公園内／ JR・東京メトロ丸ノ内線「荻窪駅」北口徒歩
10分／☎5347-9801 ／両館とも、火～日曜9:00～17:00 ／月・第3木曜休館（祝・休
日の場合は翌日休）

学ぶ

杉

お

に
実
図

9
館

杉並児童交通公園

交通ルールはここでバッチリ！

自転車や足踏み式ゴーカート
（利用制限あり）
に乗って、遊びながら
交通ルールが覚えられる公園。信号、横断歩道や踏切が設置され、実
生活さながらの体験ができるので、子どもたちも夢中になります。

入場料無料／8:30～17:00
（自転車などの貸出は9:00～16:30）
／成田西1-22-13／京王
井の頭線
「浜田山駅」
徒歩12分、南北バス
（すぎ丸・けやき路線）
JR
「阿佐ケ谷駅」南口また
は京王井の頭線「浜田山駅」から「児童交通公園入口」下車徒歩3分（駐車場はありません）
／☎3315-4564
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成田西ふれあい農業公園

四季折々に旬の野菜の収穫体験ができる

杉並区による農業公園。気軽に土とふれあい、身近に農業を見て、
ふれて、楽しむことができ、経験豊かなスタッフから野菜や栽培方法
について学べます。収穫体験の募集は、杉並区の広報やホームページ
に随時掲載しています。
入 場 料 無 料／9:00～17:00／ 杉 並区 成田西3-18-9／JR
「 荻 窪 駅 」南口から関東 バ ス
（萩53）
「五日市街道営業所」
行きで「高井戸境」下車徒歩1分（駐車場はありません）
／☎
5347-2115

※
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自然を感じよう！

都立善福寺公園

蚕糸の森公園

柏の宮公園

善福寺池を中心に広がる、ボート遊びも楽し
める公園。春は満開の桜、初夏にはアジサイ、
秋は紅葉など、季節ごとに異なる水辺の彩りを
堪能できます。

防災施設を備えた公園。いこいの広場には芝
生に覆われた丘があり、桜のシーズンにはお弁
当を持った家族連れで賑わいます。流れでは水
遊びも楽しめます。

毎月3回前後の「冒険遊び場」では泥んこ遊び
ができます。毎年5月開催の
「みどりのイベント」
では工作やツリークライミングの体験も。

春は花見ボートに乗って

老若問わず集える公園

ボートの営業 3月下旬～ 11月の土・日曜、祝日／善福寺2
～ 3丁目／☎3396-0825（善福寺公園サービスセンター）

泥んこ遊びや自然素材で工作体験

浜田山2-5-1 ／☎3329-5686

和田3-55-30 ／☎3315-7247

下高井戸おおぞら公園

ピクニックや水遊びもできる

都立和田堀公園

塚山公園

善福寺川に沿って、白山前橋を境に下流に
広がる都立公園。ワンパク広場には子ども向
けの遊具があります。予約制のバーベキュー
広場は無料。

昭和初期に縄文時代の遺跡や竪穴式住居跡
が発見され、復元住居や出土品を展示してい
ます。夏は水遊びも楽しめる、幅広い世代が
集える公園です。

都内では珍しい野鳥に出合うことも

平成29年4月にオープンの防災機能も備えた
多目的公園。
防災交流テラス、
子ども遊びエリア、
健康遊具などがあり、多世代が憩える交流の場
です。
下高井戸2-28-23 ／☎3321-5022

京王井の頭線「西永福駅」下車徒歩15分／☎3313-4247
（善福寺川緑地サービスセンター）

夏はジャブジャブ池で水遊びも

下高井戸5-23-12 ／☎3302-8989

図書館・体育館

杉並区立中央図書館

妙正寺体育館

おはなし会など催しいろいろ

永福体育館

中央図書館では、小さな子どもとその保護者
に向けて「おはなし会」や「あかちゃんタイム」を
実施しています。区内13の図書館情報は、区立
図書館ホームページをご覧ください。

楽しく体を動かそう

球技などに使用できる体育館のほか、武道や
ダンスに適した小体育室があります。会議室、
保育スペースを備え、屋外には人工芝のテニス
コートも。

ビーチコートでは幼児教室も

9:00 ～ 20:00（日曜、祝日17:00まで）／第1・3木曜休
館／荻窪3-40-23 ／☎3391-5754

9:00 ～ 21:00（テニスコートは9:00 ～ 17:00）／第2木
曜休館／清水3-20-12 ／西武新宿線「井荻駅」下車徒歩10
分／☎3399-4224

9:00 ～ 21:00 ／第2水曜休館／永福1-7-6 ／京王線「下高
井戸駅」
下車徒歩8分／☎3328-3146

コミュニティ施設

平成30年9月に旧永福南小学校跡地にオー
プン。授乳やおむつ替えに便利な保育室を備
えています。子どもと参加できる教室プログ
ラムも開催。

応援券事業者のサービスが実施されている、区内の公共施設です。

荻窪地域区民センター

☎3398-9125

井草地域区民センター

☎3301-7720

高井戸地域区民センター（高井戸市民センター）

☎3331-7841

座・高円寺（芸術会館）

☎3223-7500

西荻地域区民センター

☎3301-0811

杉並公会堂

☎3220-0401

阿佐谷地域区民センター

☎3314-7211

久我山会館

☎3333-3436

高円寺地域区民センター ※

☎3317-6611

方南会館

☎3311-4201

永福和泉地域区民センター

☎5300-9411

浜田山会館

☎3302-4555

※改修工事に伴い、令和5年3月末
（予定）
まで、和田1丁目41番10号
（ゆうゆう和田館1階）
へ移転。
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子どもと出掛けよう

子育てにやさしい施設とお店
赤ちゃんのオムツ替えができたり、ベビーカーでも歩きやすかったり。
子どもとの外出を気兼ねなく楽しめるような、配慮ある区内の施設をご紹介します。
※施設の設備・サービス等は変更になる場合があります。利用の際は事前に確認してください。

子育てファミリーに心強い情報
杉並区内の駅は
バリアフリーが整っている

区内のJR・私鉄駅

▪ルミネ荻窪

JR、各私鉄ともに、妊婦さんや小さな子ども連れでも安心して利用でき
る駅を目指して、バリアフリー設備の拡充を進めています。
「マタニティマ
ーク」
は、すべての駅で配布されています。

▪JR 中央線

高円寺駅、阿佐ケ谷駅、荻窪駅、西荻窪駅

・バリアフリートイレ
・全ホームに上下エスカレーター

駅周辺の商業施設は
子育てに便利な設備が充実

・オムツ替えシート
・エレべーター

【JR東日本お問い合わせセンター】
☎050-2016-1600
各駅バリアフリー設備詳細 https://www.jreast.co.jp/estation/barrier-free/

▪京王線・京王井の頭線

八幡山駅、久我山駅、富士見ヶ丘駅、高井戸駅、浜田山駅、西永
福駅、永福町駅

・多目的トイレ ・オムツ替えシート
・べビーキープ
・エスカレーター
（浜田山駅は除く）
・エレべーター
【京王お客さまセンター】

☎042-357-6161

各駅バリアフリー設備詳細

https://www.keio.co.jp/train/
station/barrier-free/

▪西武鉄道新宿線

男性トイレ
（3〜5階）
と、3階、5
階の多目的トイレにもオムツ替え
シートがあります。また、3階の
「ベ
ビー休憩室」
は、ベビーベッド、授
乳スぺース、調乳にも使える浄水、
温水器と設備が充実。インフォメ
ーションではA型ベビーカーを、2 ベビー休憩室は男性が利用してもOK
階入口ではコイン式のベビーカー ☎03-5334-0550
（総合コールセンター）
https://www.lumine.ne.jp/ogikubo/
の無料貸し出しもあります。

▪タウンセブン／西友荻窪店
荻窪駅前「タウンセブン」の屋上広場「あおぞらぱーく」は、大きな遊具や
クライミングウォールがある親子連れの憩いの場。天気が良ければ富士山
がよく見える
「あおぞらてらす」
は車椅子用のスロープもあります。2階&7階
男性用・6階女性用トイレには幼児用便器・手洗い器が、1階&6階女性用・
1階多目的・2階&7階男性用の各トイレには、オムツ交換台があります。同
ビル内の
「西友荻窪店」
は、3階のベビー休憩室が便利。ベビーベッド、授乳
スペース、給湯器のほか、無料ベビーカーも常備。

京王井の頭線永福町駅の多目的トイレ
「だれ
でもトイレ」
Ⓒ京王電鉄
（株）

下井草駅、井荻駅、上井草駅

・多目的トイレ ・オムツ替えシート
・エスカレーター &エレべーター
（上井草駅は除く）

【西武鉄道お客さまセンター】
☎04-2996-2888
各駅バリアフリー設備詳細

https://www.seiburailway.jp/railway/safety-service/barrier-free/

▪東京メトロ丸ノ内線

荻窪駅、南阿佐ケ谷駅、新高円寺駅、東高円寺駅

・エスカレーター
（荻窪駅） ・エレベーター ・ベビーキープ

【東京メトロお客様センター】 0120-104106
各駅バリアフリー設備詳細
https://www.tokyometro.jp/safety/barrierfree/progress/marunouchi/

区内で子育て中のママたちが
“使える子育て情報”
を配信

すぎラボ
（すぎなみ子育てラボラトリー）

※区公式ホームページ
「すぎなみ子育てサイト」
内

西友荻窪店

☎03-3393-1151

https://www.seiyu.co.jp/shop/西友荻窪店

▪ビーンズ阿佐ヶ谷
授乳スペースなどがあるベビールームや男女ともにベビーベッドのある
トイレなど、便利な施設が充実しています。

・ベビー休憩室（ビーンズくるく１階）＝ベビーベッド・授乳スペース・調乳にも
使える浄水、温水器あり
・おむつ替えスペース ビーンズくるく＝1階男性・
女性用トイレ内、2階女性用トイレ内、ビーンズ
ぷらす＝多目的トイレ内、ビーンズてくて＝男性・
女性用トイレ内、多目的トイレ内
・多目的トイレ ビーンズぷらす・ビーンズてくて
ビーンズ阿佐ヶ谷

杉並区の現役ママたちが、区内
の子育てに関するさまざまなこと
を調査し、ウェブで配信していま
す。自分たちの
“あったらいいな”
という情報を形にした役立つ情報
がいっぱい。ジャンル別に整理さ
れているので、知りたい情報が探
しやすくなっています。

☎03-6847-0007

https://beans.jrtk.jp/asagaya/

▪西友西荻窪店
西荻窪駅北口を出てすぐ横の
「西友西荻窪店」
は、24時間営業。ベビー用
品も販売しているので、いざという時に安心です。
西友西荻窪店

☎03-3394-6211

https://www.seiyu.co.jp/shop/西友西荻窪店
ママたちのリアルな体験談が満載
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☎0120-371571

タウンセブン

https://www.town7.net/

MEMO
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子育て家庭にうれしい街情報

ファイル名 子育て応援券ガイド2022_coccolo
編集： 鈴木

サイズ
W250
×
Ｈ000

営業： 石内

01/13

21：35藤

久我山

coccolo（コッコロ）

※ＰＤＦファイルの二次利用はご
遠慮ください。
※色、画質は出力環境により変わ
ります。

ママやパパと一緒に楽しくヘアカット
「親子割」
「兄弟割」
で合計金額から500円OFF
キッズ＆ママ・パパ美容室「coccolo
（コッコロ）
」
では、子どもが飽きな

※リビング新聞の記事は、弊社および関連の
ｂサイト上に掲載され
※ｗ
Ｐｅ
ＤＦファイルの二次利用はご
ることがあります。著作権、著作者人格権、肖
遠像
慮権
くそ
だの
さ他
いの
。第三者の権
利を侵害する恐れがある場合は、事前に許諾
る必要があります。
色得
※を
、画質は出力環境により変わ
ります。

05

※リビング新聞の記事は、弊社および関連のｗｅ ｂサイト上に掲載され
ることがあります。著作権、著作者人格権、肖像権その他の第三者の権
利を侵害する恐れがある場合は、事前に許諾を得る必要があります。

掲載エリア 東京西

校
了

05

校
了

FAX

ベ

マ

ベ
レ

我山駅南口徒歩1分と、アクセス

大

のよさも魅力。

いよう、好きなDVDを見せながら

専

ママには施術時間が短く、髪へ

ー

手早くヘアカットしてくれます。 の負担が少ない
「スチームカラー」
キッズカットの終了後には、うれ

もおすすめ。親子・兄弟一緒にカ

しい
「おまけ」
がもらえます。待ち

ットの場合は、合計金額から500

時間も絵本やおもちゃがあるキッ

円引きになるサービスがあります。

ズスペースで過ごせばラクラク。 新規のみ、
「本誌を見た」
と伝える
親子一緒にカットもできるので、 と、全メニュー通常料金から1000
中の人も気軽に利用できます。久

営業： 篠原

制作： 小田中

18：00

す

応

れ

☎03-6796-9886

● 杉 並 区 久 我 山2-16-23、K-ONEビ ル1階 ●9:30～
1/20 18：00 1/20 18：40 1/20 19：40 1/21 18：30 1/24 9：30
円オフ。親子そろっておしゃれな
17:30
（土・日曜、祝日9:00～17:00）●木曜定休※予約
ヘアスタイルに変身しましょう。
優先●http://coccolo5105.web.fc2.com/index.html

1/24

時

左上／フェラーリの形をしたカ
ット用椅子は子どもに大人気
右上／ママとだっこでカットで
きます
左下／胎毛筆の取り扱いも

なかなか美容室に行けない子育て
ファイル名 子育て応援券ガイド2022_昭和建物

サイズ
W250
×
Ｈ000

ゲラチェック欄
TEL

制作： 藤本

美容室

編集： 鈴木

PolarStar

01/24 了14：25藤

あ
1/24

12：30

PolarStar

西荻窪

昭和建物
地元密着40年、マイホームを考えているならココ！
豊富な物件で評判、キッズスペースもあります
新築・中古の一戸建てやマン

地元密着40年で、杉並区はもち

ション、土地、その他税金・ロー

ろん世田谷区、練馬区、中野区の

ンなど、不動産のことなら何でも

物件も豊富。HPには物件情報だけ

親身に相談に乗ってくれると評判

でなく、タウン情報など役立つ情

の「昭和建物」
。西荻窪駅から徒歩

報が満載です。

校
了
TEL

了

不動産仲介

ゲラチェック欄●
FAX

階
休

補

完

学
発

C

れ

ど

指

は
上／店内のキッズスペース
3分というアクセスの良さも魅力
「青い鳥会員」
東京南
むさしの 東京副都心 まちだ 多摩 また同社のHPから
千葉 ふなばし
かしわ さいたま 横浜東 右／
横浜南
田園都市 東京東 東京 とちぎ 湘南 つくば 大江戸
昨年10月にリニューアルしたばかりの
話
です。キッズスペース（消毒済の に登録すると（無料）
、会員限定の
快適な打ち合わせ空間
データ格納場所：\\10.10.1.53\Top\制作部用\◇行政ガイド◇広告データ類\10_杉並区_10.4GB\202202_R4杉並子育て\フォーマット広
左／同社のロゴ。青い鳥会員はメリット
おもちゃ貸し出しあり）や授乳室、 物件を見ることができたり、未公
☎
いっぱいです
おむつ替えシートなどもあるか

開物件をメールで知らせてくれた

ら、小さな子どもがいてもゆっく

りなど、メリットがいっぱいです。

りと相談に乗ってもらえますね。

まずはHPをチェックしてみて。

ハンドメイド受注・販売・手芸教室・ワークショップなど

トキウサギ

個々の希望に合わせて全力応援！
“実用ハンドメイドよろず相談所”

校
了

中野

受注・製作活動30年。依頼者と使い

0800-333-0330
●杉並区西荻南3-18-15、
2階 ●9:00～18:00
（平日は
10:00から）
●火・水曜定休●https://www.syouwa-t.com/

ヴァイオリン・ピアノ・チェロ・フルート 音楽教室

スズキ・メソード

ことばを覚えていくように、
音楽の感性を身につける

吉祥寺

校
了

●
テ
応
指

託

託

ファ

忙
1
ゲラ

“どの子も育つ”の教育理念に基づいた

心地を大切にするハンドメイドが人気。

「母語教育法」の音楽教室です。音楽に親

入園入学グッズ、夏休み自由研究、リメ

しむことで表現力・想像力を育み、弾け

イクなど生活の中で直面する多様な針仕

るようになった時の達成感や喜びを子ど

エ

で

TE

時

事の悩みにこたえてくれます。
“知らず

もの自信につなげます。親子で学ぶこと

FA
か

に慌てた”など先輩ママの声を集めた「親

を基本とし、親と子が真剣に向き合う時

ス
UR

が知りたい入園入学準備講座」も好評！

間を毎日持つことで絆を深めながら継続

注文や問い合わせはメールかLINEで。

する力を育てます。見学随時受け付け中。

Mail：m.m.tokiusagi10@gmail.com

☎0422-22-9531

●中野区●24時間受け付け／年末年始休み
●Instagram：@tokiusagitokiusagi
●LINE：https://lin.ee/s71TUEc

製作物や活動
はHPや、 イン
スタグラムを

●武蔵野市吉祥寺東町2-17-1、吉祥寺マンショ
ン1階●https://www.suzuki-kichijoji.com
※気軽に問い合わせを

な

検

利

Ｑ
教 室 のHPは こ
ちらから

☎

価●

時

日w

写

148

掲載
ファ

Star

子育て中の方に、知っているとうれしい身近なお店やサービスをご紹介します。
ゲラチェック欄 ※確認印をお願いします

校
了
TEL

FAX

URL

検索

ＱＲ

価格

日時

校
了

写真

ベビー用品 販売・レンタル・買い取り・クリーニング

ママズストア

東大泉

ベビー用品の中古販売や
レンタル・クリーニング・買い取りも！

生鮮食品や食料品、飲食店、アパレル
など40ショップが営業する商業施設。ビ

専門のクリーニング済み。使用中のベビ

ーンズくるく1階にベビー休憩室設置。

ーカーなどのクリーニングもOK。里帰り

子育て応援とうきょうパスポート事業登

時のチャイルドシートレンタルも可能で

録施設です。
「JRE POINTカード」新規入

す。買い取りは無料出張や宅配で全国対

会受け付け中！ ショップ情報･イベント

応！ 依頼時は説明書と説明書に記載さ

情報など詳細はホームページで確認を。

☎03-6847-0007
スマートフォン
からはコチラ

ゲラチェック欄●練馬区東大泉2-20-4、グランデージB地下1
※確認印をお願いします

校
了

くば 大江戸

FAX

校
了

階●10:00 ～ 18:00 ／水曜、夏季、年末年始
URL
検索 ＱＲ
価格
日時 写真
休み●https://www.mamasclub.jp/

補習型学習塾

完全個別指導塾 Ceeds

吉祥寺

学習の取りこぼしを解消
発達の気になる子・未就学児にも対応

託児所

託児ルーム バンビーノ

梅ヶ丘駅から徒歩1分の利便性が魅力。
対象は０歳児からで、前日や当日予約、

れない」
「集団が苦手」
「言葉が遅い」な

日曜、週2日から3日のコースでの利用な

ど成長段階で見えてくる不安に合わせて

ど、幅広く対応。保育園や幼稚園、習い

指導しています。教室見学や、無料体験

事先などへのお迎えもOK。インターネ

は随時受け付けしているので、気軽に電

ットカメラ導入で子どもの様子がリアル

話で問い合わせるか、ＨＰにアクセスを。

タイムでわかります。このガイドを見た

特

送り

託児室 キュートエンジェル

スマートフォン
からはコチラ

八幡山バレエ研究所

※確認印をお願いします

詳細はHPか電話で問い合わせ
を※子育て応援券は使えません

スを用意しています。急な用事や美容院
URL

す。幼少期にクラシックバレエのレッス
サイト地図表示用

サイト地図表示用

住所 ンを習い始めることは、心身の育成にも。

住所

TEL

FAX
踊ることの楽しさとパレ工の基本をしっ

かりと指導してくれます。発表会も充実。
URL

などのお出かけ時に活用したいですね。

ガイドブック持参で通常2000円の体験

検索

☎0422-47-1230

※リビング新聞の記事は
されることがあります。
第三者の権利を侵害する
要があります。

広告主 広告会社 営業担当 出稿者

で預かり可能な24時間営業の託児室。1

ＱＲ

※PDFファイルの二次
※色、画質は出力環境

↓
↓
ルは開放的で、床はダンス仕様の設計で

広告主 広告会社 営業担当 出稿者

利用の際は必ず電話で事前予約を。

八幡山

杉並子育て
件名
※リビング新聞の記事は、弊社および関連のWebサイト上に掲載
クラシックバレエ生徒募集
されることがあります。著作権、著作者人格権、肖像権その他の
3歳から習えます！
ゲラチェック欄
第三者の権利を侵害する恐れがある場合は、事前に許諾を得る必
※確認印をお願いします
要があります。
開設から33年の実績ある教室。ホー

吉祥寺駅徒歩5分の「託児室 キュート
↓
↓
エンジェル」は、生後2カ月から小学生ま

FAX
かりなど、家庭のニーズに合わせたコー

詳 細 は こ ちら
から

※P D F ファイルの二次利用はご遠慮ください。
ファイル名
021801000s03他ビーンズ阿佐ヶ谷.indd
※色、画質は出力環境により変わります。

件名
忙しいママ
・パパをサポート
1時間から預かり可能な託児室
ゲラチェック欄

時間から対応の一時預かりや、月極め預

☎03-5426-4678
● 世 田 谷 区 梅 丘1-20-9、 梅 丘 プ ラ ザ2階 ●
8:00 ～ 19:00（延長保育は22:00まで）／祝日、
祝日の振休、夏季特別休業日、年末年始休み

バレエ教室

吉祥寺

ファイル名 021801000s03他ママズクラブ.indd

TEL

梅ヶ丘

人は通常から2000円引きの特典あり。

●武蔵野市吉祥寺本町1-20-1、吉祥寺永谷シ
ティプラザ1013号●14:00 ～ 21:00（電話対
応は指導優先になります）／不定休●「完全個別
指導塾Ceeds（シーズ）
」
で検索を

託児所

子 育 て 応 援・
イ ベ ント 情 報
はこちらから

梅ヶ丘駅から徒歩1分の利便性
ニーズに合わせて預かってもらえます

吉祥寺駅徒歩3分の「完全個別指導塾

☎050-7112-7196

はこ

●杉並区阿佐谷南3-58-1●ビーンズくるく・ぷ
らす 10:00 ～ 21:00※一部店舗を除く、ビーン
ズてくての営業時間はショップにより異なる／
休館日年2回●https://beans.jrtk.jp/asagaya/

Ceeds（シーズ）
」では、
「じっとしていら

並子育て\フォーマット広告\子育て応援券ガイド2022_coccolo

校
了

JR阿佐ケ谷駅直結！
身近で便利なショッピングセンター

ベビーカー、ベビーベッドなどの中古

あ0120-0-8181-0
TEL

阿佐ヶ谷

ビーンズ阿佐ヶ谷

大型ベビー用品を扱っています。すべて

れている付属品をそろえてください。

Star

商業施設

段数

検索
制作日時：2022-01-24
デスク確認印
レッスンが無料に。入所特典もあります。

エリア

●武蔵野市吉祥寺南町2-10-6-106●予約受付
価格
時間8:00 ～ 19:00（最終入室20:30）●http://
www.cute-angels.com/index.html
日時

写真

ゲラ
ＱＲ

赤字

☎090-8810-7913

14:32:36
段数
PDF作成回数：8回

●杉並区上高井戸1-2-1、ミハタホール地下1階
価格
●水曜15:50 ～ 19:40、土曜15:00 ～ 19:10

●http://hachimanyama.tokyo-ballet.com/
日時

写真

デスク確認印
エリア

ゲラ

赤字

詳しくは 二 次
元 コー ド か ら
HPを参照して

制作：鈴木 佳代子
営業：石内
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