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TEL/FAX 042-425-0788 
メール chirorinmura@mbn.nifty.com 

https://npo-chirorinmura.com/ 

〒202-0011 西東京市泉町３-12-25  生活クラブ保育園ぽむ内 
2023 年 

３月号 
VOL.53 

0〜3歳のお子さんがいる親子が 

自由に遊べます。 

地域の子育て仲間と出会える場所、 

子どものいる暮らしを 

地域の人たちと楽しめる場所です。 

子育てで困ったこと、心配なこと、 

知りたいこと…どんなことでも、 

スタッフに気軽にお声かけください。 

 

ご利用方法、講座・イベントの日程など、 

詳細は次のページをごらんください。  

ホームページでもご案内しています。 

木のおもちゃや手作りおもちゃ、 

楽しい遊びをたくさん用意して 

みなさんをお待ちしています☺ 

ママのリフレッシュ講座や、 

親子で楽しめるイベントも開催！ 

お食事もできますよ♪ 

気軽に遊びにきてくださいね❣ 

 

 

ぬくもりのある木のおもちゃやえほんがいっぱい！ 

 

「お話の会」 今日は何のお話かな？ 

 

ママの身体のケアに 「子連れヨガ」 

 
子育て 
広 場 

 

スタッフ手づくり 

年賀状用 「ごろりんアート」 

 



   
日 曜日 内 容 時 間 会 場 

1 水 
赤ちゃんと一緒に産後ママのピラティス 

【産後 8 ヵ月クラス】 
10:00～11:00 

パスレル保谷 2F 

イベントスペース 

2 木    

3 金 
ママと赤ちゃんのひろば ミトンの会 10:30～11:30 ひばりが丘児童センター 

お話の会 『ひなまつり』 10:30～ 子育て広場ぶらんこ 

4 土    

5 日 
パパ企画 

2 歳児対象『手づくりおもちゃ』 
10:30～11:30 ひばりが丘児童センター 

6 月    

7 火    

8 水 管理栄養士による 食事相談 10:10～(お 1 人 20 分) 子育て広場ぶらんこ 

9 木 子連れピラティス 10:30～ 子育て広場ぶらんこ 

10 金    

11 土    

12 日 

産前カップル講座 

「もうすぐ赤ちゃんがやってくる！」 

共感セッション 

10:00～12:00 田無公民館 

13 月 
親子でリトミック みゆき教室 10:30～11:30 

パスレル保谷 2F 

イベントスペース 

子連れヨガ 10:30～ 子育て広場ぶらんこ 

14 火    

15 水 
赤ちゃんと一緒に産後ママのピラティス 

【産後 2～7 ヵ月クラス】 
10:00～11:00 

パスレル保谷 2F 

イベントスペース 

16 木 
妊婦さん応援！プレママピラティス 10:30～ 子育て広場ぶらんこ 

新米ママと赤ちゃんの会① 13:15～14:45 子育て広場ぶらんこ 

17 金 わらべうたベビーマッサージ 10:30～ 子育て広場ぶらんこ 

18 土 
主催:ひばりが丘児童センター 協力:ちろりん村

パパと遊ぼう！（０・１・２歳） 
10:00～11:15 ひばりが丘児童センター 

19 日    

20 月 

赤ちゃん抱っこヨガ ハグヨガⓇ 10:00～11:30 
住吉会館ルピナス 

１F 活動室 

ごろりんアート 今月のテーマ 

「こんなにおおきくなりました」 

10:30～ 

13:30～ 
子育て広場ぶらんこ 

21 火 春分の日   

22 水 ３月生まれのお誕生会・測定日 10:30～ 子育て広場ぶらんこ 

23 木 新米ママと赤ちゃんの会② 13:15～14:45 子育て広場ぶらんこ 

24 金    

25 土    

26 日    

27 月    

28 火    

29 水 離乳食教室 赤ちゃんレストラン 10:00~11:30 
パスレル保谷 2F 

イベントスペース 

30 木 新米ママと赤ちゃんの会③ 13:15～14:45 子育て広場ぶらんこ 

31 金    

2 

講座・イベント 

カレンダー 

 

ぶらんこ西東京は、

生活クラブ生協とともに“ちろりん村”

が運営を担う、常設の子育て広場。 

どなたでもご利用いただけます。 

対 象：0～3歳(未就園)の親子 

開室日：月～金曜 

時 間：10:00～15:00 

定 員：5～6組(通常 8組) 

※感染症対策のため 

利用料：生活クラブ生協 

会員の方   無料 

  会員以外の方 300円/回 

※見学やお試し利用ができます。 

電話、メールでお問合せください。 

西東京市泉町 3-12-25 

パスレル保谷 401号室 

  042-439-4777 

子育て広場ぶらんこ西東京 

         ご利用案内 

ちろりん村は、地域の親子に向けた 

子育て支援を行う NPO法人です。 

『集う』『学ぶ』『楽しむ』 
各種講座・イベントを開催しています！

詳細・お申込みは、こちらから 

 

変更・中止等は、ホームページ、

Twitter・Instagramで 

お知らせします 

 

お申込みフォーム ホームページ 
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定期講座のご案内   ちろりん村 西東京市 詳細はホームページをごらんください 

3歳～中学生 連続または単回 

子ども料理体験教室 ふれーずシェフ 

要予約 受講料下記参照 

パスレル保谷２階 第２日曜 

午前クラス10～12 午後クラス13～15 

講師：吉田 朋子（管理栄養士・ｷｯｽﾞ・ｷｯﾁﾝｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ） 

幼児から中学生の子どもたちだけで季節の基本 

料理を作り、体験を通して生きる力を育てます。 

●入会金   3,000円 器材使用料・保険料 

●連続受講 15,000円 5回分前納 （材料費込） 

●単回受講  3,500円/1回 （材料費込） 

4/9、5/14、6/11 予定 

離乳食教室 赤ちゃんレストラン 

7～11 ヵ月頃 親子ランチ付 

要予約 受講料 2,000 円 

パスレル保谷２階 隔月奇数月 最終水曜  

10：00～11：30 （受付 9：45～） 

講師：中村 美穂 (管理栄養士） 

そろそろ離乳食…どうしたらいいのかな？ 

大人食から取り分ける<簡単時短>の調理法をお伝えし 

ます。量とバランスが一目でわかる 1 食分を親子でご

試食ください。美穂先生からのアドバイスも大好評！ 

赤ちゃんも大人も楽しく美味しく♪ 

 

3/29、5/31、7/26 予定 

（前後の月齢の方もご参加いただけます） 

生後２～３ヵ月の赤ちゃんと新米ママの集い。初めて

の子育てで気になることも不安や悩みも、月齢が近い

赤ちゃんのママ同士、いろいろお話してみませんか？ 

新米ママと赤ちゃんの会 
２〜3 ヵ月（第１子） 

要予約 

全３回連続 

参加費 1,500 円

パスレル保谷 2階 及び 4階ぶらんこ西東京 

日程は随時告知、火曜または木曜開催 

 13：15～14：45 （受付 13：00～） 

 定員：6組（お申し込み順） 保育付き 

赤ちゃんと 

ママの集い 

12・1・2月生まれ対象 
①3/16 ②3/23 ③3/30 予定 

赤ちゃんをあやしながらできるピラティスで、産後の 

ケアをはじめませんか？ 運動のあとにはママたちの 

おしゃべりタイム♪ 心も体もリフレッシュしましょう！ 

赤ちゃんと一緒に 産後ママのピラティス 

❶２〜７ヵ月 ❷８ヵ月～ 

要予約 

単回 

受講料 1,000 円

パスレル保谷２階 ①第 3水曜 ②第 1水曜 

 10：00～11：30 （受付 9：45～） 

 定員：8組（お申し込み順） 

 講師：Rio （ピラティスインストラクター） 

①4/19  ②4/5 
(2～7 ヵ月)  （8 ヵ月以降） 

予定 

受講料 1,000 円

親子でリトミック みゆき教室 

音楽に合わせて楽しく動きましょう。季節に合わせた 

手遊びうたや工作もあります。たくさんの刺激を受け 

て、お子さんもママも新しい発見があるかも！？ 

0～3歳親子(就園前) 

要予約 

単回 

パスレル保谷２階 毎月月曜２回（８月除く） 

 10：30～11：30 

 講師：下田 みゆき（武蔵野音大卒 ピアノ講師） 

4/10・24、5/8・22 予定 

ママと赤ちゃんのひろば ミトンの会 

誰かと会いたい、話したい♪ 今日の出来事や、 

日常の悩みをママ同士でお話ししましょう！  

木のおもちゃと絵本の読み聞かせもあります。 

0～3歳親子 

予約不要 

妊婦さん可 

参加無料 

ひばりが丘児童センター 第１金曜 

10：30～11：30 
       ※オンラインミトン不定期開催（随時告知） 

4/7、5/休、6/2 予定 
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  第１４回ＮＰＯ市民フェスティバルに参加しました！ 
     ２０２３年１月２１日(土)・２２日(日)  

第１４回ＮＰＯ市民フェスティバルに実行委員として参加しました。オンラインによる団体紹介の動画(３月３１日

まで、ゆめこらぼＨＰで公開中！)と、谷戸町のショッピングモール「フレスポ西東京」で活動の展示をしました。

池澤市長も展示コーナーを見学。ちろりん村の活動を熱心に聞いていただきました！西東京には NPO等の

市民団体が８６団体、その中に子ども関連は３２団体もいて心強いです！ 

≪パパたちの感想≫ （数字は同内容の件数） 

・同じ年齢のパパとの交流は、知り合いができてとても良かった

（７人） 

・定期的にパパの交流会をやってほしい（４人） 

・色々な悩みや家庭のことをきけて、有意義な時間でした（４人） 

・夫婦の役割分担についてもう一度夫婦で話し合いたい（２人） 

・親子の触れ合い遊び、家でもやってみたい。もっと絵本を読もう

と思った（2人） 

・料理は妻任せだったが、意外にパパがしていると知った 

・みんな忙しい中、子どもと色々なことをしていると知った 

✨ 

✨ 

家庭訪問型子育て支援 ホームスタートの
お申し込み・お問い合わせはこちらからどうぞ 

  パパと遊ぼう！  ✨ 

✨ 

お子さんとパパの親子ひろばを開催しました。 

２月５日（日）は０歳のお子さんとパパが４組、２月１８日（土）

は 1歳のお子さんとパパが７組ご参加、保育士と一緒に触

れ合い遊びや絵本の読み聞かせをしました。 

３月５日（日）は、２歳のパパとおもちゃ作りをします。 

主催：ひばりが丘児童センター 協力：ちろりん村 

２０２３年２月５日(日)・１８日(土)  


