
《東久留米市の子ども・子育て支援施設一覧》   

 ※東久留米市の子ども・子育て支援事業一覧と合わせ
てご覧ください。 

 
①認可保育園 (☆は延長保育を行なっている保育園です) 
■公立保育園 
  さいわい保育園 幸町 1-17-1 ☎473-3923 
  みなみ保育園 南町 1-7-5-101 ☎463-4350 
☆はくさん保育園 下里 3-2-23 ☎473-9643 
☆しんかわ保育園 新川町 1-1-12 ☎474-6654 
  はちまん保育園 八幡町 2-14-22 ☎473-7930 
  まえさわ保育園 前沢 1-5-30 ☎473-7910 
☆ちゅうおう保育園 中央町 1-2-4 ☎475-0561 
■公設民営保育園 
☆ひばり保育園 ひばりが丘団地 8-10 ☎463-6655 
☆たきやま保育園 滝山 6-1-2 ☎473-3920 
☆上の原さくら保育園 上の原 1-2-44 ☎477-1359 
■私立保育園 
☆久留米みのり保育園 大門町 1-3-4 ☎473-1000 
☆あそか保育園 下里 4-1-21 ☎473-3971 
☆滝山しおん保育園 滝山 7-5-12 ☎473-4133 
☆下里しおん保育園 下里 7-8-20 ☎474-2910 
☆くるみ保育園 柳窪 2-15-6 ☎474-5307 
☆Nicot東久留米  

  東本町 1-8 Emio東久留米 1階 ☎472-2521 
④■認証保育所 A型〈0～5歳児〉、B型〈0～2歳児〉 
東久留米プチ・クレイシュ（A型） 
 東本町 15-2ブランシール第 3東久留米 1階 
 ☎475-0770 
つくし共同保育園（B型） 
 東本町 8-10 誠マンション 1階 ☎475-3353 
なかよし保育園（A型） 神宝町 1-17-12 ☎472-2872 
ぽけっとランド南沢（A型） 南沢 5-17-62 ☎451-7138 
⑤■定期利用保育施設〈0～2歳児〉 
たんぽぽ保育園 金山町 2-10-20 ☎471-7402 
⑥■家庭福祉員－〈0～2歳児〉 
浜名紹代 学園町 1-14-31☎423-7140 
宮﨑ミチ子 前沢 2-7-24☎475-9587 
佐々木真弓 浅間町 3-6-12☎080-3127-5932 
金澤羊子 南町 3-8-38☎475-1079 
遠藤唯 柳窪 4-13-20☎448-0766 
和田優子・横田美喜（共同実施型） 
 浅間町 1-11-10☎423-1805 
臼井伸枝 東本町 14-1東本ハイツ 101☎449-1296 
 
⑦■地域子育て支援センター 
はこぶね館 下里 7-8-20☎474-2977 
⑧■子ども家庭支援センター 
子ども家庭支援センター 
 滝山 4-3-14（わくわく健康プラザ 2階） ☎471-0910 
地域子ども家庭支援センター上の原 
 上の原 1-2-44 ☎420-9011 
 
⑨■学童保育所 
前沢第一学童保育所 
中央町 6-8-1（一小敷地内） ☎473-4950 
前沢第ニ学童保育所 
中央町 6-8-1（一小敷地内） ☎473-4952 
新川第一学童保育所 
新川町 1-14-6（二小敷地内） ☎471-4596 
新川第二学童保育所 
 新川町 1-14-6（二小敷地内） ☎472-6356 

中央第一学童保育所 
 中央町 1-17-14（三小北側隣接） ☎476-2133 
中央第二学童保育所 
 中央町 1-17-14（三小北側隣接） ☎476-2115 
南沢第一学童保育所 
 南沢 4-6-1（五小敷地内） ☎465-5194 
南沢第二学童保育所 
 南沢 4-6-1（五小敷地内） ☎465-5198 
金山学童保育所 
 金山町 1-17-1（六小敷地内） ☎473-8431 
滝山第一学童保育所 
 滝山 7-26-30（七小敷地内） ☎473-3200 
滝山第二学童保育所 
 滝山 7-26-30（七小敷地内） ☎476-3090 
くぬぎ第一学童保育所 
 滝山 3-2-30（九小敷地内） ☎474-4800 
くぬぎ第二学童保育所 
 滝山 3-2-30（九小敷地内） ☎474-4805 
柳窪第一学童保育所 
 柳窪 5-9-43（十小敷地内） ☎474-2360 
柳窪第二学童保育所 
 柳窪 5-9-43（十小敷地内） ☎474-2367 
小山学童保育所 
 小山 5-5-4（小山小敷地内） ☎473-8870 
神宝学童保育所 
 神宝町 1-6-7（神宝小敷地内） ☎474-6652 
南町学童保育所 
 南町 3-2-23（南町小敷地内） ☎465-6789 
本村学童保育所 
 野火止 3-4-5（下里第二住宅内） ☎474-7897 
下里学童保育所 
 下里 3-11-25（下里小敷地内） ☎473-7533 
 
⑩■児童館 
くぬぎ児童館 前沢 4-6-3 ☎473-7315 
けやき児童館 大門町 2-10-5 ☎474-6653 
中央児童館 中央町 1-10-11 ☎476-2161 
滝山児童館 滝山 4-1-10 ☎471-7214 
子どもセンターひばり 
 ひばりが丘団地 8-11 ☎464-9300 
 
○幼稚園 
⑪■私立幼稚園 
久留米幼稚園 幸町 1-1-23 ☎471-0126 
神山幼稚園 神宝町 1-17-12 ☎471-2549 
緑ケ丘幼稚園 学園町 1-9-27 ☎421-9229 
落合幼稚園 新川町 1-13-19 ☎471-2639 
久留米神明幼稚園 中央町 2-9-30 ☎471-2726 
前沢幼稚園 前沢 2-2-2 ☎471-4155 
豊島なでしこ幼稚園 東本町 8-14 ☎471-3772 
自由学園幼児生活団幼稚園 
 学園町 1-11-17 ☎422-3118 
 
⑫■認定こども園 
東久留米こども園 
  前沢幼稚園 前沢 2-2-2 ☎471-4155 
  かたばみ保育園 前沢 1-4-35 ☎479-4000 
東久留米神山こども園 
 （神山幼稚園 神宝町 1-17-12 ☎471-2549） 
 
⑬■病児・病後児保育 
こども静養室 めぐのへや 幸町 5-7-1☎420-9095 
⑭■ファミリーサポートセンター（わくわく健康プラザ内） 
ファミリーサポートセンター 滝山 4-3-14 ☎475-3294 
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東 久 留 米 市 の 子 育 て イ ベ ン ト 

※詳細な日程などにつきましては、毎月発行の市広報紙をご覧ください。 

★わくわく赤ちゃん広場         ～赤ちゃんフラット登録～ 

ねんねの会（6 ヶ月未満児）毎月第１水曜日午前 10時～11時半 

はいはいの会（1歳未満児）毎月第４水曜日午前 10時～11時半 

0 歳児を持つお母さん達が集まって、交流、育児の情報交換、

親子でふれあいあそび。スタッフが体重測定や育児相談も受

けます。 助産師参加保育あり 3名(事前予約） 

★総合相談（０～１８歳未満） 

祝日・年末年始を除く午前９時～午後５時   

家庭のこと、心配なこと等の相談を受けます。子育てについて

のサービス紹介や情報提供、虐待予防に関する対応、お子さ

ん自身からの相談も受けます。 

★子どもショートステイの受付（満１歳６か月～小学６年生まで） 

祝日・年末年始を除く 日帰りまたは１泊～６泊  

保護者の方が出産・病気などでお子さんの養育にお困りの時

に、お子さんを児童養護施設「子どもの家」（清瀬市）で預かる

ための窓口です。利用料と食事代（実費）が発生します。 

★手作り布おもちやの会 

毎月第 1・３火曜日午前 10時～正午  

ママ友達と交流しながら、オリジナルの布おもちゃ作りをしま

す。 保育は無し・材料費無料 

★上の原♡赤ちゃん広場    

毎月第１金曜日 午前 10 時～11 時半 

０歳児を持つお母さんたちが集まって育児情報交換。 

スタッフが体重測定や育児相談を受けます。 

助産師参加，年 6回 保育なし 

★ちびっこ育児講座  *事前予約 

毎月第２木曜日 午前 10 時～11 時半 

１～２歳児の育児の悩みをテーマに話し合います。 

保育あり 10名 

★ＮＰ講座（０～５歳児育児中の専業主婦） 

カナダの子育て支援プログラム「完璧な親はいない」を使

ってファシリテーターが講座を進めます。 

★子育て支援者講座（年 3回） 

親子で楽しく身体を動かしスキンシップをしたり、子育て中

のお母さんの悩みを解決できるヒントを提供します。 保育あ

り２０名 無料・事前予約 

 

 

★子育て広場（園行事への参加・子育てサークル支援）  

 月～金曜日  子どもとの交流を深め、子育てをする親同士の 

情報交換や仲間づくりを進める場です。 

★子育て相談 月～金曜日 9：00～17：00  

 お母さんの悩みに何でも相談ください。 

★子育て講座 隔月１回 

 お父さんお母さんの学びの場を提供します。 

★ベビ―サロン 原則隔月１回   

助産師、栄養士、保育士が、妊婦さんや赤ちゃんを持った親御さんにベビーマッサージや離乳食講座を通し、子育て不安を解消します。 

地域子ども家庭支援センター上の原 

地域子育て支援センターはこぶね館 

子ども家庭支援センター 

 ～赤ちゃん・ふらっと登録～ 

地域子育て支援センター
はこぶね館（下里しおん
保育園内） 

 

（わくわく健康 

プラザ内 2階） 

 


