遊び場情報♪

室内で遊べる場所♪

親子のお友達づくりに♪

①入間市児童センター アイクス
向陽台1-1-6

おもちゃ図書館ありんこ
同上 （児童センター2Ｆ）

②入間市健康福祉センター

⑫

上藤沢730-1

⑪

⑮

⑭

狭山市駅
西口すぐ

⑩

③入間市男女共同参画推進センター
こども室
豊岡4-2-2 ｲﾙﾐﾝ2F

⑨

⑬

①

⑤

④二本木公民館 子育て支援室
二本木256-1

③
⑥

⑤NPO法人子育て家庭支援センター
あいくる広場
豊岡1-8-39 ｻｲｵｽﾊﾟｰｸﾋﾞﾙ1F

⑧

⑥茶々保育園子育て支援センター
うさこちゃんひろば
小谷田64
茶々保育園向かいのピンクの家

⑦

②

⑦茶々保育園子育て支援センター
出前ひろば「うさこちゃんひろば」
東藤沢公民館

東藤沢3-19-19

⑧おおぎ保育園子育て支援センター
あおぞら
扇台4-5-19

⑨おおぎ第二保育園子育て支援センター
あおいとり (あおいとりルーム）
豊岡1-8-24

④
⑩西武公民館 子育てほっとルーム
野田496

⑪子ども応援団「森のおうち」
赤ちゃんひろば
野田1975-2

⑫飯能市児童センター

⑬飯能市美杉台児童館

⑭狭山市立中央児童館

⑮狭山市総合子育て支援センター
ちゃっぽ

飯能市双柳371-13
総合福祉センター内3F

飯能市美杉台1-2-1 三館複合施設2F

狭山市入間川4-14-8

狭山市入間川1-3-1
狭山市市民交流センター2F

名 称

地図

入間市児童センター

連絡先

駐車場

日 時

○

9:00～18:00
休館日：毎週月曜日

アイクス

①

04-2963-9611

（祝日の時は翌日が休）

おもちゃ図書館ありんこ
入間市児童センター アイクス2F

内 容

対象年齢

アピール

おもちゃや遊具で自由に遊べます。 おも
ちゃ図書館・幼児コーナー・プラネタリウム室
など。

どなたでも

幼児教室、大人のためのプラネタリウム（託児あり）、お話大好き、
ミニSLや誕生日会などの幼児向けの催し物を数多くおこなってい
ます。12：00～13：00までランチタイムあり。

児童センター２階の『おもちゃ』があるお部屋
です。

どなたでも

障がいのある子もない子も一緒に遊べるところです。

おもちゃや本があり、自由に遊べる。

どなたでも

1F娯楽室も自由に利用できます。レストランのランチも安くておい
しい！子連れもOKです。

遊具と絵本あり。自由に遊べる。

主に未就園
児と保護者

2Fの事務室に声をかけて下さい。冷暖房完備。授乳室あり。乳幼
児の利用も多い。日当たり良好。

予約なしで自由に遊べます。

主に未就園
児と保護者

ノンビリこそだてひろばまつりの企画あります。絵本や遊具などで
遊べ、お弁当持参もＯＫです。

② 入間市健康福祉センター

04-2966-5513

○

8:30～17:15

③ 入間市男女共同参画推進センター

04-2964-2536

○

9:00～17:00
休館日：年末年始

04-2934-2672

○

月～土曜日
8:30～17:00

04-2966-2848

－

月～金曜日
及び第2,4土曜日
9:00～15:00

おもちゃ、砂場、滑り台などがあり、0才～幼
児まで初めての方も、どなたでも自由に遊べ
る場所です。温かい雰囲気の中、親子で一
日過ごせます。ランチタイムあり・予約不要・
無料

0才～就学
前と保護者

夏まつり・プール、秋はハロウィン・運動会、冬はクリスマス会等、
親子で楽しめる季節の行事を大切にしています。ママ同士の情報
交換の場にもなっています。育児相談、電話相談は、随時行って
います。

04-2964-6445

○

月～金曜日
9:30～16:00

絵本やおもちゃ（木や布、手作りなど）がたく
さんあります。予約不要、無料。

0才～3才児
（未就園児）
と保護者

心ほぐれて育ちあう安全で安心の居場所作りを目指しています。
お気軽にお立ち寄りください。お弁当も食べられます。

04-2964-6445

○

毎月1回 第4火曜日
（祝日を除く）
9:45～11:45

絵本やおもちゃがあります。予約不要、無
料。

0才～3才児
（未就園児）
と保護者

近くに支援センターがない東藤沢地区で「うさこちゃんひろば」を開
いています。気軽に遊びに来てください。赤ちゃんもどうぞ。

○

月～金曜日
9:30～15:30
12:00～13:00ランチ可
第4土曜日 9:30～12:00

2F 親子の遊び場

イルミン2Fこども室

④

⑤

二本木公民館
子育て支援室
NPO法人子育て家庭支援センター

あいくる広場
茶々保育園子育て支援センター

⑥ うさこちゃんひろば
茶々保育園向かいピンクの家
茶々保育園子育て支援センター
⑦ 出前ひろば「うさこちゃんひろば」
東藤沢公民館

⑧

⑨

おおぎ保育園子育て支援センター

あおぞら
おおぎ第二保育園子育て支援センター
あおいとり (あおいとりルーム)

0120-770765

0120-083452

○

0才〜3才児

絵本やおもちゃがたくさんあります。予約なし
（未就園児）
で自由に遊べます。

広い部屋の中にさまざまなコーナーがありますので、気に入った
場所で親子でゆっくり遊べます。

ベビーベット・授乳室有・おむつ交換もできます。

（詳しくは会報誌にて）

絵本やおもちゃがたくさんあります。今年より 0才〜3才児
ママ友カフェをオープンします。ホッと一息自 （未就園児）
分の時間を過ごしましょう。
と保護者

月～金曜日（祝日は除く）
9：30～15：30

と保護者

04-2932-0033

○

毎月1回
9:30～11:30
（1,7,9月はお休み）

子ども同士遊ぶもよし、お母さん同士おしゃ
べりするもよし、くつろぎを大切にする空間で
す。

どなたでも

お気軽にお越しください。乳幼児相談と同時開催の日もあります。

04-2941-5567

○

毎週金曜日
10:00～12:00

木のおもちゃ・赤ちゃん紙芝居・絵本があり、
自由に遊べます。予約不要・無料

0.1.2才と
保護者

木の香りでいっぱいのプレイルーム。赤ちゃんとの初めてのお出
かけ場所として、親子でのお友達づくりにご利用ください。（授乳室
あり。お弁当の持参もOK。）

⑫ 飯能市児童センター

042-973-0022

○

8:30～17:00
休館日：祝日・年末年始
及び館内清掃・消毒日

おもちゃや遊具で自由に遊べます。また親子
0才～18才
で参加できるさまざまなイベントも実施してい
と保護者
ます。図書室・幼児室・遊戯室・工作室

お弁当の持参や調乳もOK。市役所の駐車場も利用可。パパや祖
父母の利用も多い。多目的トイレ、おむつ交換台、授乳スペース
あり。

⑬ 飯能市美杉台児童館

042-971-5500

○

9:00～17:00
休館日：日曜・祝日・
年末年始

おもちゃや遊具で自由に遊べます。また親子
で参加できるさまざまなイベントも実施してい 0才～18才
ます。遊戯室・幼児室・図書室・工作室・集会
と保護者
室・静養室・クラブ室

美杉台保育所と美杉台公民館（３F）との複合施設。児童クラブ室
（学童）を併設。多目的トイレ、おむつ交換台、授乳スペースあり。

⑭ 狭山市立中央児童館

04-2953-0208

○

9:00～17:00
休館日：毎月第3火曜日･
年末年始

0才～18才
と保護者

ハロウィン、ひな祭りなど季節の行事や中高生向けのダンスクラ
ブなどの活動もあります。プラネタリウムを併設。保護者同伴の場
合、お弁当持参OKの日もあり。詳しくはお問い合わせください。

04-2937-3624

－

9:00～18:00
休館日：年末年始

⑩

⑪

⑮

西武公民館

子育てほっとルーム
子ども応援団「森のおうち」

赤ちゃんひろば

狭山市総合子育て支援センター
ちゃっぽ

体育室・図書コーナー・工作室・遊戯室・プラ
ネタリウム・天体観測ドーム

親子で遊べる、仲間作り、子育て支援情報の
0才～就学
収集、子育て相談(面接・電話)など。
前と保護者
予約不要・無料。（p.62参照）

手遊び、パネルシアター等を行うお楽しみタイムがあります。
好きな時間に気軽に利用できます。

