
サークル名 サークルポニー
 活動日 / 活動時間 　毎週月曜日　/　１０：３０～１２：００

 年齢構成 / 募集年齢 　０歳～3歳　/ ０歳～３歳

 主な活動場所 　上田地区センター（川辺堀之内１９０）

 連絡先 　地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」

 会員数 / 会費 　大人4人・子ども4人　/　実費

サークル名 ピヨピヨザウルス
 活動日 / 活動時間 　毎週金曜日　/　１０：３０～１２：００

 年齢構成 / 募集年齢 　0歳～３歳　/　０歳～３歳

 主な活動場所 　落川都営住宅地区センター（落川８１９）

 連絡先 　地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」

 会員数 / 会費 　大人8人・子ども9人　/　実費

 
   上田地区センターをお借りしてお母さん同士でのんびりお話を楽しんで
   いるサークルです。
　季節のイベントも行っています。地域にくわしいお母さんも多いので、
   幼稚園や保育園、病院等の情報交換や子育ての悩み相談が気軽にできま
   す。ぜひ一度遊びに来て下さい。

 
    アットホームな雰囲気で大人も子どもものんびりお話したり遊んだり
　　しています。季節の行事、誕生日会、制作など、 みんなで楽しめる企
　　画を相談しながら決めています。
    講師の方に来てもらいヨガも行っています。
    ぜひ一度見学にいらして下さい。
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上田地区センター 落川都営住宅地区センター



サークル名 チェリー・キッズ　
 活動日 / 活動時間 　月２回 (月曜日）　/　１０：００～１２：００

 年齢構成 / 募集年齢 　妊婦～多胎児の親

 主な活動場所 　まんがんじ児童館、多摩平交流センター（多摩平の森ふれあい館）

 連絡先 　地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」

 会員数 / 会費 　大人１１人・子ども９人　/　あり

サークル名 話意輪囲(わいわい）クラブ

 活動日 / 活動時間 　水曜日　/　１０：３０～１１：３０

 年齢構成 / 募集年齢 　０歳～３歳　/　０歳～3歳

 主な活動場所 　新井地区センター（石田２-４-６）

 連絡先 　地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」

 会員数 / 会費 　大人１５人・子ども１４人　／　毎月３００円

　

   多胎児（双子、三つ子など）と、その保護者のサークルです。
   悩みや苦労を共感し合える仲間が待っています。
   是非一緒に話をしてみませんか？

   ＣＤを使ったリトミックや手遊びなどをしています。
   その他、ハロウィンやクリスマスなど季節のイベントも企画しています。
   身体をたくさん動かしたり、おしゃべりしたりとワイワイ楽しく活動して
　います。お気軽に見学どうぞ♪
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まんがんじ児童館

万
願
寺
駅

新井地区センター



サークル名 ぞうさんの会　
 活動日 / 活動時間 　月１回　平日　 /　 午前中

 年齢構成 / 募集年齢 　０歳～１６歳前後　/　０歳～

 主な活動場所 　地域子ども家庭支援センター万願寺　会議室

 連絡先 / HP
　地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」
    https://select-type.com/e/?id=vzE3hVZjUjg

 会員数 / 会費 　大人３７人・子ども３８人　/　実費(イベント時のみ）

　
　「ぞうさんの会」は障がいや病気のある子どもを育てる親と子の
　グループです。月1回の定例会では、情報交換や日々のくらしの中
　での悩みを相談できます。クリスマス会などのイベントでは家族
　交流も盛んです。様々な個性を持つ子ども達を育てるのは大変
　ですが、『ひとりじゃない！子育てを楽しもう！』そんな仲間が
　集まる、あたたかい場所を目指しています。
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地域子ども家庭支援センター万願寺



サークル名 いるか
 活動日 / 活動時間 　不定期 月１回（平日及び土曜日）/１０：００～１２：００

 年齢構成 / 募集年齢 　２歳～13歳　/　０歳～

 主な活動場所 　中央公民館、万願寺交流センター

 連絡先 / ＨＰ
　地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」
   https://select-type.com/p/iluka-hino/

 会員数 / 会費 　大人１０人・子ども１０人　／　なし  

サークル名 ゆるのび
 活動日 / 活動時間 　第2月曜日　第４日曜日　/　１０：００～１２：００

 年齢構成 / 募集年齢 　０歳～４歳　/　０歳～

 主な活動場所 　三沢台地区センター（三沢２-２５-１）

 連絡先 　地域子ども家庭支援センター万願寺「にこにこ」

 会員数 / 会費 　大人１４人・子ども１７人　/　なし　

 
　「言葉が遅い」「集団が苦手」「落ち着きがない」などお子さんの
　悩みを一人で抱え込まず、一緒に話してみませんか。
　月1回ママ達で集まって情報交換をしています。1歳半以上のお子
　さんの保育も利用出来ます。
　不定期に土曜日に子連れでの集まりも行っています。

　近所のパパママたちとゆるくつながりたいをモットーに新しく月
   2回三沢台地区センターでの活動を始めました。
　平日働いている方やパパも一緒に、できる範囲でのんびり遊んだ
   り、お話したりしています。
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中央公民館 三沢台地区センター



サークル名 すまいる
 活動日 / 活動時間 　不定期  月１回　/　１０：３０～１１：３０

 年齢構成 / 募集年齢 　0歳～３歳　 /　０歳～３歳

 主な活動場所 　旭が丘地区センター（旭が丘５－１－１）

 連絡先 　地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」

 会員数 / 会費 　大人３人・子ども３人　/　実費
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　子どももママも楽しめるサークルをモットーに気軽におしゃべり
　しながら交流を深めています。
　季節のイベントや制作などを行ったり、おもちゃを持ち寄っての
　自由遊びや天気が良い時は公園での外遊びを楽しんでいます。
　お気軽に見学にいらしてください！

旭が丘地区センター



サークル名 くれよん
 活動日 / 活動時間 　月３、４回（月曜日多め）  /    １０：００～１１：３０    

 年齢構成 / 募集年齢 　０歳～２歳　/　０歳～２歳

 主な活動場所 　豊田南地区センター（豊田２-１１-２）

 連絡先 　地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」

 会員数 / 会費 　大人９人・子ども９人　/　実費

 

サークル名 ぐるぐるベリー
 活動日 / 活動時間 　毎週月曜日　/　１０：３０～１２：００

 年齢構成 / 募集年齢 　０歳～３歳　/　０歳～３歳

 主な活動場所 　東神明地区センター（神明２－１３－１）

 連絡先 　地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」

 会員数 / 会費 　大人4人・子ども4人　/　なし
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　毎回楽しいイベントを企画したり、制作や外遊び、お茶会や季節の
　遊びなどみんなで仲良く活動しています。お友達作りやママの息抜
　きになると思うので、あなたもサークルに入ってみませんか？
　まずはお気軽にご見学ください。

　コロナ禍で新しく知り合いにくい、子育ての悩みや話し相手が欲しい、
　地域の事を知りたい方などはぜひ私たちと子育て仲間になりましょう。
　活動内容は各自おもちゃを持ち寄り、子供たちを遊ばせつつママ達は
　おしゃべりをしてのんびりやってます。季節のイベントをやったりも
　してます。少しでも興味があれば、ぜひ遊びに来てください。

東神明地区センター豊田南地区センター



サークル名 のんびりママの会
 活動日 / 活動時間 　月1回　 第４土曜日  /  １０：００～１２：００

 年齢構成 / 募集年齢   １２歳～１８歳　/　０歳～

 主な活動場所 　多摩平の森ふれあい館２階 集会室１和室（多摩平２-９）　

 連絡先 　地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」

 会員数 / 会費 　大人２人・子ども３人　/　なし

サークル名 さくらんぼ
 活動日 / 活動時間 　毎週月曜日　/　１０：３０～１２：００

 年齢構成 / 募集年齢 　２歳～　/　0歳～３歳

 主な活動場所 　クレヴィア豊田多摩平の森レジデンス　キッズルーム

 連絡先 　地域子ども家庭支援センター多摩平「はぴはぴ」

 会員数 / 会費 　大人３人・子ども３人　/　年１００円

　毎日の育児、がんばりすぎていませんか？
　産後うつ、神経症に悩むママ、家事育児が手につかない、
　地域になじめないママの方、お待ちしています。
　気持ちを共有する場所、悩みをぬけ出すきっかけになる場所を
　目指しています。

　新米ママ、先輩ママ同士の交流の場として無理のない範囲で活動してい
　ます。ハロウィン、クリスマスなど季節のイベントも担当を決め楽しく
　行っています。
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多摩平の森ふれあい館 クレヴィア豊田多摩平の森


