
TEL 042-401-7180 稲城市東長沼1212 イオンタウン稲城長沼1F
（JR南武線 稲城長沼駅より徒歩4分）

診療時間／月曜～日曜 10:00～19:00
24時間
予約可能

ご予約はこちら

https://www.muse-dc.com/
稲城長沼駅
川崎街道

グルメシティ 市役所通り

ミューズ歯科クリニックミューズ歯科クリニック

JR南武線
矢野口▶

　多くの人に認知されている「インプラント治療」ですが、どの
ような治療法なのでしょうか。インプラントとは人工歯根とも言
われ、虫歯や歯周病などにより歯の根っこまで失った箇所にイ
ンプラントを埋没し、新たな義歯(クラウン)を設置する治療法で
す。あごの骨にインプラントを取り付けるので口腔外科手術が
必要であり、インプラントとあごの骨がしっかり固定するまでに
4か月ほど時間が必要です。保険適用外のインプラント治療で
すが、多くの人が利用する理由はその優れた特徴があるからで
はないでしょうか。
　今まで歯根まで失ってしまった歯を補う方法として、隣り合う
健康な歯を削るブリッジ治療が利用されていました。厚生労働
省の情報提供サイト「e―ヘルスサイト」によれば、年齢が高く
なるに従い歯の喪失率と義歯の割合は高くなり、義歯もブリッ
ジ→部分入れ歯→総入れ歯と大きなものへとなっているのが

分かります。インプラントは隣り合う健康な歯に影響を与えず、
失った歯の部分を補え、自分の歯のように食べ物をしっかりか
む事ができるので、ブリッジにすることなく、できるだけ多くの
自分の歯を残すことに有効なのです。
　ただし、治療にはしっかり検査を行い体の健康状態を把握す
るとともに、信頼できる歯科医師と話し合いを重ね正しい知識
を持つことが大切です。また、経過観察が必要なためできるだ
け通いやすい歯科医院であることもポイントです。当院でも事
前相談を受付けていますのでご相談ください。

P利用無料

インプラント治療

ミューズ歯科クリニック
院長  前川 紀雄

新型コロナウイルス感染拡大予防に取組んでいます
ご協力をお願いします

当院のモットー

切開して
穴をあけます

インプラント体を
埋入します

蓋をして
縫合します

再度切開し、
アパットメントを
連結させます

人工歯冠を
装着します

数ヶ月後

「好き！」が集い新たな文化へ
スタッフの髙橋さん（左）村松さん（右）

大会の様子 矢野口交差点にある店舗 芝広場は子どもたちの遊び場音楽を楽しむ人たち

稲城クロス発起人の棈木さん

自転車愛好家の聖地の入り口に建つ「クロスコーヒー」
　昨年のオリンピックで注目を集めた自転車競技。コースにも使
われた南多摩尾根幹線は、東京や神奈川のサイクリストのメッ
カとしても知られている。その起点となる矢野口駅そばにあるの
が、自転車愛好家が集まる「クロスコーヒー」だ。立ち上げたのは
オフロードの自転車競技、シクロクロスの大会である「稲城クロ
ス」発起人の棈木さん。カフェでは初心者向けや、女子限定のラ
イドなどさまざまなイベントが開催され、申込み開始２〜３日で
定員に達する人気のイベントも多い。店には自転車競技経験豊
富なスタッフがおり、イベント時に限らず質問に答えてくれるそ
うだ。「稲城クロス」は初心者から中級者向けの大会で、河原に
面した全長２kmのコースを一望できる観戦のしやすさも魅力。

年２回開催しており、次回は2月12日㈯、先着順でエントリーを
受け付けている。大会当日はクロスコーヒーの出店もあり、コー
ヒーを飲みながら応援もできる。自転車競技をオリンピックで初
めて知った人も、観戦に足を運んでみよう。

ふらっと、つながる、「くらすクラス」

　JR稲城長沼駅高架下の交流施設「くらすクラス」。今年度から
運営の形が変わり、利用の幅が広がっている。ワークショップや
習い事のレンタルスペースの他に、気軽に立ち寄れる曜日ごとの
催しも始まった。取材した金曜日は音楽好きが集う日で、多様な
世代で賑わっていた。毎週15時ごろから１〜２時間ほど行われ
ており、演奏したい人も聴きたい人も気軽に参加できる。駅の制
服を着たスタッフが演奏を楽しみながら見守ることで、日時の決

まったイベントや条件でマッチさせるサービスでは起こらない化
学反応が生まれているという。「地域の方 と々出会いたい」と言う
スタッフの髙橋さん。改札の外でも駅がつながりの拠点となるよ
うにと、熱意を持って取り組まれていることが伝わってきた。月曜
日お昼頃には絵本の読み聞かせの時間などもあり、定期的な催
しは今後も増える見込み。偶然の出会いを楽しみに、ふらっと立
ち寄ってみて欲しい。
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■CROSS COFFEE
稲城市矢野口227-1 グランツドルフ1階　☎042-401-6126
営業時間7:00～17:00　https://www.cross.coffee/

■くらすクラス
稲城市矢野口東長沼516-2　営業時間10:30～17:00  金曜のみ
～19:30　定休／火曜・水曜　https://www.kurasu-class.me/
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街のトピックス

稲城駅

南山リハビリテーション病院
京王
よみうりランド駅

スターバックスコーヒー サンドラッグ
稲城市役所

亀山下公園

城山保育園
サザンヒルズこども園

京王リトナード

京王相模原線

トヨタ 三沢川
鶴川街道

地域に根を下ろし、患者様に寄り添った医療を。

南山リハビリテーション病院

① 理学療法士／作業療法士／言語聴覚士（常勤のみ）

② 看護師（常勤／パート）

【給与】 月給21万7,000円～

【給与】 看護師（常勤）…月給26万8,500円～（短大・専門卒）
　　　 看護師（パート）…時給1,800円～

【給与】 介護福祉士（常勤）…月給22万1,000円～　
 介護福祉士（パート）…時給1,200円～
 初任者研修修了者（常勤）…月給20万6,000円～
 初任者研修修了者（パート）…時給1,120円～
　　 無資格（常勤）…月給20万1,000円～
 無資格（パート）…時給1,100円～

お問い合せ・お申し込みは
総務経理課 採用担当までお願いします。

〒206-0812 稲城市矢野口3124-12
（京王相模原線「稲城駅」徒歩10分）

042-401-7006

休日

待遇

勤務地 ： 南山リハビリテーション病院

③ 介護スタッフ（常勤／パート）

年間休日121日（月平均10日）、有給休暇、産休育休、介護休暇

昇給年1回、賞与年2回（業績による）、夜勤手当、残業手当、交通費支給、
社会保険完備、退職金制度（規定あり）、昼食代補助あり

入職日など
ご相談ください

南山リハビリテーション病院  スタッフ募集

※①②③の給与は経験により優遇いたします。
※パート雇用は週3日～の勤務。時間は応相談。子育て中の方、定年再雇用の方もご応募ください。

◉当病院にて就職相談会  平日開催中  ◉毎月第3土曜日も臨時開催 （各要予約）
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PRESENT 応募方法
P

※他クーポン併用不可
※月曜不可

500円以上
お買上で

メール会員募集中！
食パン1斤プレゼント！

http://www.boulangeriemaison-yuki.co.jp/

ビーフシチューパン
テイクアウト：227円（税込）
イートイン：231円（税込）

ビーフシチューパン
テイクアウト：227円（税込）
イートイン：231円（税込）

ビーフシチューパン
テイクアウト：227円（税込）
イートイン：231円（税込）

ビーフシチューパン
テイクアウト：227円（税込）
イートイン：231円（税込）
しっとりとしたパンと
コクのあるビーフシチューがたまらない！
しっとりとしたパンと
コクのあるビーフシチューがたまらない！

稲城市東長沼2473
［営業時間］9:00～18:00 
［定休日］火曜・水曜

ここから
アクセス！

※新百合ヶ丘店でも
使用可

100円引き
2022/2/13　 まで有効日

c
o a c h & f o u r

コーチャンフォー 若葉台店
稲城市若葉台 2-9-2

（京王相模原線・若葉台駅より徒歩 5 分）
営 9:00～21:00（年中無休）

●駐輪場 330台
●駐車場 605台 （1時間無料  お買い物すると4時間無料）

二次元
バーコードから
WEBサイトへ
アクセス！
http://www.
coachandfour.
ne.jp

日本最大級の
複合店

京王相模原線 稲城▶

コーチャンフォー
若葉台店

若葉台駅

ケーズデンキ

若葉台一丁目

若葉台
入口

PC DEPOT

コーチャンフォー  今月のおすすめ商品

21年7月にオープンし、北海道をはじめ、全国各地のおいしい
特産品を販売している「コーチャンフォーマルシェ」。多くのお客
様からのご支持をいただき、11月にはコーナーを拡大、更に品
揃えをパワーアップしてリニューアル致しました。季節に合わせ
た新商品や期間限定商品なども多数販売しております。全国
の味覚が集結した売場へ是非お立ち寄りください。

新入学に向けた必需品を取り揃えております。マグネット式
ペンケースや鉛筆削り、登下校の必需品防犯ブザー等もご用
意しております。また、おうち学習に役立つアイテムもあり、家
での勉強のサポートもバッチリです。鉛筆の無料お名入れの
ご注文も受付中です。新入学アイテムは是非コーチャンフォー
でお買い求めください。

コーチャンフォーマルシェ、大好評営業中！ 新入学アイテム

■書籍コーナー
　☎ 042-350-2800

■文具コーナー
　☎ 042-350-2828

■音楽・映像コーナー・マルシェコーナー
　☎ 042-350-2727

■ドトールコーヒーショップ
　☎ 042-350-7676

私がご紹介
します！

スタッフ
田中 美晴 さん

　新年から「電源が入らない」「ネットにつな
がらない」「ウイルス感染」などの急なトラブ
ル。そんな時の心強い味方が、地域密着で創
業15年の㈱きむらパソコンだ。個人・法人を問
わず、専門技術を駆使し即日対応。リピーター
多数。大切なデータの復旧サービスも迅速。
Windows や Mac、スマホなどデジタル機器の
トラブルならまずは同店へ相談を。

稲城市内なら最速3時間レスキュー、パソコン不調をスピード解決
パソコン専門家のプロ修理　口コミ4.8※の高評価店S E R V I C E

株式会社きむらパソコン
麻生区東百合丘4-42-8 3F（本社・修理工場）
☎044-712-6545　営 10:00～22:00　休年中無休
※臨時休業有　P 有（無料）　http://www.kimurapc.com/

サービス 新百合ヶ丘

メーカー修理では不可能なスピードとデータ復旧が有名

ユアペティア

三井住友銀行

王禅寺公園北側

王禅寺
公園

東名川崎 IC

尻手黒川線

▲

きむらパソコン
修理・サポート料金

3,000円割引
※修理作業依頼時のみ有効
※有効期限：2022/2月末まで

Coupon
いなぎ版限定

※Google 21年12月時点

　30種類以上あるインドカレーやインド窯で
じっくり焼きあげたカバブ、インド風天ぷらの
パコラなど世代を問わず楽しめるメニューが豊
富なメズバーン。小上がり席など家族や数人の
友だちと食事をするのにもぴったり。寒い時こ
そ、スパイスが効いたインド料理でカラダの芯
からあたたまって活力をアップ。クーポンを使っ
てお得に楽しもう！

1月までクーポン持参で店内またはテイクアウトメニュー15％OFF
メズバーンで楽しいひと時をG O U R M E T

インド料理 メズバーン
稲城市平尾2-8-7　☎042-331-7580　営 11:30～14:00、17:00～
22:00　休年中無休　P 4台　https://mezbaan.tokyo
※社会情勢により営業時間の変更有。

グルメ 平尾

店内メニュー・テイクアウト
15％OFF

※デリバリー利用不可
※コピー不可
※有効期限：2022/1/31㈪

Coupon

左／開放感バツグンの広いあそび場　右／人気のワークショップ

　キドキドよみうりランド店は遊び方を教えてくれるプレイリーダーと一緒に、跳んだり走ったり
転がったりといろいろな体験ができる屋内のあそび場。1歳半までを対象とした赤ちゃん専用コー
ナーもあり、毎週火曜・木曜の11時にはベビーイベントも開催している。キッズ向けにはトランポ
リンやボールプールなど人気エリアのほか大工さんコーナーなど、カラダもアタマも使う遊びが
いっぱい。キドキド全体を会場にした宝探しやビンゴ大会、ワークショップなども毎月開催。寒さ
を気にせずキドキドで思いっきり遊ぼう！

五感をフル活用して思いっきり遊べる屋内あそび場
お天気なんて気にしない！ キドキドで遊ぼう！L E I S U R E

キドキドよみうりランド店
稲城市矢野口4015-1　☎044-966-9568　営 10:00～18:00

（最終受付17:30）　休 3/8㈫　 P 有　https://kidokid.bornelund.
co.jp/yomiuriland/　●感染予防対策についてもWEB サイトで確認を
レジャースポット 京王よみうりランド

◀稲城 京王稲田堤▶
キドキド
よみうりランド店

京王相模原線京王よみうりランド駅

よみうり
ランド前

アメリア稲城
ショッピングセンター

よみうりランド

子ども200円引き
（ベビーパス・平日マンスリーパス除く）

特典  季節のスイーツ付
（ポラリスよみうりランド店でのお渡し）

※有効期限：2022/3/31㈭

Coupon

　地元の神社として多くの人が訪れる穴澤天
神社では、新たに2つのお守りが誕生。「梅の花
結び」は一度結ぶと解くことが難しい水引の平
梅結びの絵柄が入っている縁結びのお守り。か
わいい梅の絵柄が早春にぴったりだ。「健康守」
は医薬の神ともいわれる穴澤天神社の御祭神
少彦名命（すくなひこなのみこと）にあやかり、
薬草の絵柄が入っている。初穂料は各800円。

穴澤天神社オリジナルの縁を結ぶ「梅の花結び」と
御祭神 少彦名命にあやかった「健康守」が誕生G O O D S

穴澤天神社
稲城市矢野口3292 ☎042-377-0055（社務所）

グッズ 京王よみうりランド

◀稲城

穴澤天神社

よみうりランド

鶴川街道榎戸

京王
よみうりランド駅

新たな2つのお守り

　多摩地域独特の茶褐色の天然温泉とサウナ、
4種の岩盤浴が人気の季乃彩。広い休憩所も完
備され1日のんびりできる癒しスポットだ。たま
には手足を伸ばせる広いお風呂で気分転換を
しよう。週末や祝日には自宅では楽しめない変
わり風呂「彩り湯」も開催中。サウナや岩盤浴で
ひと汗流し、カラダを整えるのも楽しみ方の一
つ。最新の情報はWEBサイトをチェック。

カラダも芯まで温まる茶褐色の天然温泉
季乃彩でゆったり、たっぷり、のんびりとL E I S U R E

稲城天然温泉  季乃彩
稲城市向陽台6-13　☎042-370-2614　営営業時間 平日9:00～翌1:00

（最終受付24:00）※土・日曜・祝日は7:00より営業　休 3月・6月・9月・12月
の第3火曜日（予定）　P 有　http://www.tokinoirodori.com/
レジャースポット 南多摩

稲城市役所

至よみうりランド▶
東京よみうりカントリークラブ

稲城天然温泉季乃彩
川崎街道

鶴川街道

稲城市中央図書館

新大丸 稲
城
大
橋
通
り

南多摩駅 稲城長沼駅

稲城駅

尾根幹線道路

左／「HANA あかり」の「タケノカミ神楽」　右／誕生したコツメカワウソの赤ちゃん

　都心を見下ろす夜景と幻想的な和のイルミネーションが好評の「HANAあかり」。HANA・
BIYORI敷地内の文化財や樹木と竹あかりのコラボレーションが楽しめるのも4月3日㈰まで。3月
18日㈮までは土日・祝日のみの開催なので、まだ体験していない人はこの機会にぜひ行ってみよ
う。また、11月にHANA・BIYORIにいるコツメカワウソの「ちゃちゃ（母）」と「はなび（父）」の間に赤
ちゃんが誕生。すくすくと育っている赤ちゃんのお披露目（公開日は未定）など、詳細も随時WEB
サイトで更新中だ。花と光に囲まれたHANA・BIYORIで心地よい時間を過ごそう。

和イルミネーション「HANAあかり」、コツメカワウソの
赤ちゃん誕生！ 話題いっぱいのHANA・BIYORIへ行こうL E I S U R E

HANA・BIYORI（ハナビヨリ）
稲城市矢野口4015-1（よみうりランド遊園地隣）　☎044-966-8717　営平
日10:00～17:00、土日祝10:00～20:00 ※季節、社会情勢により変更有　ナ
イト入園料（16:00～）： 大人（中学生以上）900円、小人（3歳～小学生）500円
レジャースポット 京王よみうりランド

HANA・
BIYORI

京王よみうりランド駅
エッソ

よみうりランド前

よみうりランド

▼読売ランド前駅

コンビニ
JA

千代ヶ丘中央

東長沼平和の碑公園東長沼平和の碑公園

クレープリー カフェ・ロスアード

鶴川街道

稲城第一
中学校

稲城一中南 稲城福祉
センター入口

　多くの来場者がその輝きを楽しむよみうりランドのジュエルミネーション®のスイーツエリアに
キッチンカーで出店しているカフェロスアード。こだわりの食材で作るガレットやクレープは大人
気。店舗では人気の９のつく日に行われる「90分ガレット＆クレープ食べ放題」を1月19日㈬・
29日㈯の11:30〜13:00、13:30〜15:00まで開催する。人気のガレット、クレープの他、焼き
菓子やサラダも用意。オーダービュフェ形式なので出来たてを存分に楽しめる。一人2,200円。コ
ロナ対策により、人数制限とソーシャルディスタンス確保のため完全予約制。

店舗でもキッチンカーでも楽しめる　ロスアードのガレット＆クレープ
1月は店舗にて人気のオーダーバイキングも開催G O U R M E T

クレープリー カフェ・ロスアード
稲城市百村525 フロム S 1F　☎042-379-9674
営日により変更有。詳細はWEBサイト参照　休月・木・日曜
http://rossard.jp/

グルメ 百村

左／人気のガレット　右／ジュエルミネーション®で出店中のキッチンカー
多摩丘陵の自然を残した「こどもの国」で一足先に春の足音を探しに行こ
う。楽しい遊具やワークショップの他、2月27日㈰までは大きな屋外アイ
ススケート場もオープン中。大きな屋根があるので天候を気にせず楽しめ
る。貸し靴はフィギュアシューズ（16〜30㎝）・ホッケーシューズ（22〜30
㎝）・子ども用2枚刃（16㎝のみ）を用意。【アイススケート場料金】アイスス
ケート場入場券：大人500円、子ども（3歳〜中学生）200円。貸靴券：600
円。セット券（こどもの国入園券＋スケート場入場券＋貸靴券）は大人1,500円、小中学生800円、幼児（3
歳以上）700円。寒い時こそ外で遊ぼう。土・日・祝はローソン、ミニストップのLoppiにて前売り券が必須。

こどもの国
横浜市青葉区奈良町700番地　☎045-961-2111
開園時間：9:30～16:30時（最終入園15:30）　休園日：毎週水曜（祝日の場合は開園）、12月31日、１月１日　入園料：大人・高
校生600円、小中学生200円、幼児100円　https://www.kodomonokuni.org/

多摩の自然に囲まれたこどもの国へ早春を探しに行こう こどもの国
入園券
5組10名様P

街の掲示板

● Aタイプ 文字のみ：90字（タイトル＋本文）11,000円
 ● Bタイプ 画像なし：216字（タイトル＋本文）22,000円
● Bタイプ 画像あり：画像＋166字（タイトル＋本文）22,000円

㈱エリアブレイン  MYTOWN 編集部
TEL 044-954-2555（平日10:00〜18:00)
FAX 044-954-5869
メール mytown@areabrain.co.jp

イベント情報 掲載料金（税込）

募集情報 掲載料金（税込）

掲載申込み・問合せ

● Aタイプ 文字のみ：タイトル18字＋本文54字 11,000円
 ● Bタイプ 画像なし：タイトル18字＋本文180字 22,000円
● Bタイプ 画像あり：画像＋タイトル18字＋本文130字 22,000円

掲載内容の変更の場合
あり。最新情報は各主
催に問合わせください

いなぎICカレッジ展示会

3/12㈯・13㈰10:00〜16:00
城山体験学習館（中央図書館内）

EVENT
イベント

1年間の講座で学んだ25講座約500人の成
果発表。問 ☎042-370-2822いなぎ ICカ
レッジ事務局（火〜金曜10:00〜16:00）

インターネット 稲城市民文化祭・芸術祭

昨年中止となった稲城市民文化祭・芸術祭。
芸術の炎を絶やさないため、特設WEBサイ
ト（https://itinagigeibunren.wixsite.com/
r3itbungei）で、前回好評だったインターネ
ット稲城市民文化祭・芸術祭を4/30㈯迄開
催中。絵画や陶芸、書道、写真、日本舞踊、合
唱等、市民のさまざまな芸術文化活動を写
真や動画で公開している。問 ☎070-5555-
0889・mail it.inagi.geibunren@gmail.com 
稲城市芸術文化団体連合会事務局

〜4/30㈯迄
特設WEBサイトで公開中

EVENT
イベント

稲城ツーリズムカレッジ
第1回「文化観光が稲城を元気にする」
観光に関連するさまざまなテーマごとに講
師を迎え講座を開催する「稲城ツーリズムカ
レッジ」。今回は、「文化観光が稲城を元気に
する」がテーマ。★講師：鮫島卓（駒沢女子大
学・観光文化学類准教授）。先着30人。参加費：
500 円（一般） 、無料（稲城市観光協会会員）。
※当日受付にて徴収。申込み：WEBサイトの
イベントページから。問 ☎042-401-5580 
稲城市観光協会 https://inagi-kanko.jp/

1/25㈫18:30〜20:00
稲城市地域振興プラザ4階大会議室

SEMINAR
セミナー

郷土の森梅まつり

約60種1,100本の梅が咲き誇る。野点茶会
や古民家探検ツアーや梅まつり手作り工
房、梅の木散歩、梅にちなんだ俳句の募集等
さまざまなイベントを予定。さらに、今年は
初の夜間ライトアップを、2/25㈮〜27㈰の
3日間限定で開催。幻想的な夜の梅も楽しめ
る。★大人300円、中学生以下150円、4歳未
満無料。入場は16:00迄。※夜間ライトアッ
プ期間中の開館時間は、9:00〜20:00迄（入
場は19:30迄）。問 ☎042-368-7921

1/29㈯〜3/6㈰9:00〜17:00
府中市郷土の森博物館

EVENT
イベント
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プレ保育 情 報年度

いなぎエリアから通える
未就園児クラス2022

※プレ保育内容の
　詳細については
　各園にお問い合
　わせください。

子どもたち一人ひとりの成長を励まし
「やりたい」に応えるモンテッソーリ教育

小さな子どもたちは、見る・聞く・触るなどの感覚を
働かせ、環境から多くのことを吸収し「自分で確かめ
ながら」成長していきます。子どもたちが、神様の優し
いまなざしに包まれ、整えられた環境の中で自由に探
究し、驚きや喜びをたくさん経験できるよう「たんぽぽ
組」でお手伝いします。

https://caritas.or.jp/kd/

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 5月より開始。火～金曜のいずれか（固定）。週1日

（年間30回）・週2日（年間60回）選択可能。
申込 WEBサイト参照の上、入会申込書を郵送

「たんぽぽ組」プレ情報

学校法人 カリタス学園
カリタス幼稚園
☎044-922-2526
多摩区中野島4-6-1
園長：木田 まゆみ

中野島駅

登
戸
▶

カリタス
学園前
バス停

世田谷町田線 陸橋

いなげや

JR南
武
線

多
摩
川

カリタス
幼稚園

幼稚園で、先生とおうちの人と一緒に
「できた！」の喜びを分かち合おう。

本園は駒沢女子短期大学保育科の付属園として、最
新の幼児教育の研究と実践の役割を担っています。
少人数クラスを編成し、親子で一緒に楽しめる活動を
通して幼稚園生活に緩やかに着地できるようにしてい
ます。また、保護者が安心して子育ての喜びや悩みを
分かち合える環境を整えています。

学校法人駒澤学園 駒沢女子短期大学付属
こまざわ幼稚園
☎042-378-6966
稲城市向陽台3-3
園長：高畠 扶貴

https://www.komajo.ac.jp/kin/

稲城駅
向陽台小学校南

城山公園

城山第二公園

至若葉台

こまざわ幼稚園

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 日程／2022年5月～2023年3月まで
週1回9:30～11:30（火～金曜の各曜日クラス）
申込 WEBサイト参照（受付中）
その他 見学・説明会／1月21日㈮第1部9:45～・第2
部11:00～ ※第1部と第2部は同一内容

「りすさん教室」プレ情報

親子で楽しい時間を過ごしながら
共に子どもの育ちを支えていきましょう

「自分でやりたい！」ということが、どんどん増え
てくる2～3歳児。その積み重ねが大きな意欲へと
繋がり、自信となっていきます。季節を織り交ぜた
遊びや散歩、大きくなった喜びを祝うお誕生会な
どを親子で楽しみながら、みんなで子どもの成長
を見守っていきましょう。

対象 2018年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 散歩・誕生会・季節にちなんだ製作・わらべうた
遊びなど
申込 予約日に電話予約 ※詳細は説明会にて
その他 説明会／1月31日㈪10:00～ ※要予約、詳
細はWEBサイトにて

「にこにこの会」プレ情報

コマクサ幼稚園
☎042-377-1454
稲城市大丸68-1
園長：藤野 由実

https://www.komakusa.ed.jp/

コマクサ
幼稚園

矢野口▶
稲城長沼駅JR南武線

東長沼
川崎街道

ベ
ア
リ
ー
ロ
ー
ド

稲城第三小学校
東方
公園

ヨコミネ式の保育で
子どもの持つ可能性を引き出していきます

体育が好きな子、本が好きな子、学習が楽しい子、ヨ
コミネ式の活動を通し自立していきます。未就園児ク
ラスでは、その根幹を育てます。園から徒歩5分の所
にある施設青葉第2学童クラブにて実施します。幼稚
園の見学会は毎月行っていますので、ぜひ一度遊びに
いらしてください。

学校法人 東京青葉学院 認定こども園
青葉幼稚園
☎042-378-1217
稲城市矢野口645
園長：城所 達也

https://www.inagi-aoba.tokyo/

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 子どものみ
内容 製作・体操など在園児の保育に準じた活動
申込 園見学で配布の申込書に記入後、園へ持参
その他 1歳児より参加可能な「こぐまクラブ」も開設 
見学会も開催中（要予約）

青葉
幼稚園

青葉第2
学童クラブ

矢野口
読売ランド入口

榎戸
19

「いちご」プレ情報

明日の子どもが輝くために
あたたかさのあふれる幼稚園へ

幼児期は、心と体の成長を育み人生の基礎となりま
す。愛情をたっぷり受けて、いきいきのびのび過ごす
大切な時期です。「ぴょんぴょんコース」では、同い年
のお友達と一緒に遊び、さまざまな活動を共有して
いきます。また、幼稚園生活に慣れることにより、翌
年の年少保育につなげていきます。

認定こども園子どもの森
矢の口幼稚園
☎042-377-7654
稲城市矢野口1753
園長：角田 洋

https://yanokuchi.ed.jp/

矢の口
幼稚園

矢野口駅

京王よみうり
ランド駅

JR南武線
弁
天
通り

京王相模原線

川崎▶

榎戸
矢野口

新宿▶

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 子どものみ
内容 週1回（火・金曜）9:30～11:30
申込 園に問合せ（園より案内を郵送）
その他 園庭開放有（園に問合せ）

「ぴょんぴょんコース」プレ情報

親子教室（前期）の「キッズ」と
プレ幼稚園の「チューリップ」に遊びに来てね

自然に囲まれた幼稚園です。周りには公園があり車も
入って来ないので、散歩に行ったりマラソンなども安
心して行えます。団地の中ではありますが、麻生区在
住の人が6割です。園庭には子どもを育てる遊具がた
くさんあり、子どもたちは長い滑り台が大好きです。ぜ
ひ遊びに来てください。

学校法人 向良学園
平尾わかば幼稚園
☎042-331-5511
稲城市平尾3-7-5
園長：石井 篤司

http://www.hiraowakaba.ed.jp/

麻生区役所

麻生警察署

平尾小学校平尾団地

世田谷通り

小田急線 新百合ヶ丘駅

栗
平
駅

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 〈キッズクラブ〉親子で参加（前期）〈チューリッ
プクラブ〉子どものみ
内容 キッズクラブ（火・木曜）・チューリップクラブ（水・
金曜）14:00まで、いずれも週1回
申込 電話にて受付

「キッズクラブ（親子教室）・
チューリップクラブ（プレ幼稚園）」

プレ情報

明るく楽しい幼稚園
さまざまな体験が子どもを育みます

乳児期 ・ 幼児期へと成長する大事な時期に、家族
とは異なる大人との出会いや同じ年の子どもとの
出会い、年上の子どもとの出会い、さまざまな体験
を通じて心に栄養を与えましょう。生き生き伸び
伸びと成長するように、入園前の1年間、保護者の
皆様も一緒に幼稚園生活を楽しんでください。

学校法人 はなの丘学園
はなぶさ幼稚園
☎042-331-1711
稲城市平尾2-9-11
園長：山根 志津江

https://www.hanabusa-youchien.com/

至
百
合
ケ
丘

麻生区役所

麻生警察署
平尾バス停

世田谷通り

麻生高校

小田急線
新百合ヶ丘駅

至
柿
生

はなぶさ幼稚園

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加（5月～9月）・子どものみ（10月～
3月）
内容 担任とのふれあい・遊びや製作・収穫体験など
申込 入会申込書を園に提出
その他 見学随時受付中（問合せは電話・WEBサイト
にて）

「さくらんぼクラブ」プレ情報

～TOKO流 親子時間～
かわいい今を楽しもう！

子どもたちはパパやママが大好き！ 見ていてくれるだ
けで元気が出たり、手を繋いでくれるだけで勇気が湧
いたり ... 抱っこやおんぶは最高のご褒美です。でも、
それって案外この時期だけの親子時間。あっという間
に成長してしまうかわいい瞬間を幼稚園で分かち合い
ながら豊かなものにしませんか？

学校法人 桐光学園
寺尾みどり幼稚園
☎044-955-1717
多摩区寺尾台1-17
園長：小塚 良雄

http://www.tokokg.com/terao/

読売ランド前駅

生田駅寺尾台緑地

寺尾台住宅入口

読売ランド
駅入口

小田急小田原線

寺尾みどり
幼稚園

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加（前期）・子どものみ（後期）
内容 魅力的な遊びと家族ぐるみの出会いを通じて親
子時間を豊かにするプログラム
申込 幼稚園事務所へ申込書を持参
その他 見学・イベント情報は幼稚園WEBサイト参照

「2歳児教室」プレ情報

入園前に
お子さんと一緒に楽しみませんか？

緑の芝生の上で裸足になってお友達や先生と一緒に
遊んだり、季節に合わせた遊びを取り入れながら、幼
稚園生活に向けての第一歩を、アットホームな雰囲気
の中で伸び伸びと楽しめるような保育をしています。
親子一緒でも分離でも、お子さんに合ったクラスが選
べます !! お気軽にご来園ください。

学校法人 麻生学園
川崎青葉幼稚園
☎044-966-3179
麻生区上麻生4-2-2
園長：井上 華都也

http://www.kawasaki-aoba.ed.jp/

新百合ヶ丘駅
昭和音大

▼尻手黒川道路
山口台会館

麻生スポーツ
センター入口

鶴亀松公園西側
川崎青葉幼稚園

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加・子どものみ
内容 通園回数や参加形態の違いにより2タイプの
クラスを開設
申込 入会申込書を幼稚園に提出
その他 見学可（要予約）

「じゃんけんぽん」プレ情報

2歳児親子教室「はらっぱ」
自分っていいなと思える子育てを！

2歳児になると子どもの自我が芽生え、「自分で」と主
張し始めます。その我が子にどうやって関わればいい
のだろうと子育ての悩みが増えてきます。幼稚園で同
じ年齢の子どもと触れ合ったり、悩みを交流したりし
ながら、子育ての楽しさを一緒に見つけていきましょ
う。参加をお待ちしています。

http://www.wako.ed.jp/k2/

対象 2018年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 子育て懇談会、親子で在園児と共にリズム・散
歩・砂場あそびなど
申込 WEBサイトまたは電話
その他 体験保育／1月18日㈫・20日㈭・25日㈫・
27日㈭・2月22日㈫

2歳児親子教室「はらっぱ」プレ情報

学校法人 和光学園
和光鶴川幼稚園
☎042-735-2291
町田市真光寺町1271-1
園長：大野裕一

和光鶴川幼稚園

ミニストップ

和光高校
スーパー
三和

乗馬クラブ
クレイン

○P

和光鶴川
小学校

広いお庭でのびのび保育
2月24日㈭無料体験＆説明会開催します！

アットホームな雰囲気の中、先生と一緒に親子で製作
や体遊びを行います。自由に遊べる時間もあり、子育
ての相談をしながらのびのびと園生活を体験できま
す。2年保育予定の3歳児も参加でき、集団生活の第
一歩を経験できるクラスです。駐車場完備、金程・黒
川方面からも通園されています。

https://tsurukawa-heiwadai.ed.jp/

対象 2018年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 季節の製作・専任講師による体遊び・実習園で
の野菜の収穫等
申込 3月1日㈫より電話にて受付
その他 基本的に水曜開催。1回より参加可能(各回毎
の申込み)。※WEBサイト参照

「ひよこ組」プレ情報

東京都公認
鶴川平和台幼稚園
☎042-735-4918
町田市能ヶ谷6-41-1
園長：神藏 良実

焼肉松葉

▲新百合ヶ丘
柿生駅

柿生 柿生小

上麻生
連光寺線

鶴川平和台
幼稚園

親子で一緒にチャレンジ!!
子どもの可能性を見つけませんか？

いろいろな事に興味を持ち始める2歳児。ピアノに合
わせてのリズム遊びや季節の製作を通してお子様の

〝できた！″ をたくさん見つけられる場にしていきたい
と思います。この時期にしか味わえない親子の時間。
集団生活の第一歩を経験できるクラスとして、ぜひ

「いちご組」で楽しんでください。

https://www.toonsuwa.ed.jp/

対象 2019年4月2日～2020年4月1日生まれ
形態 親子で参加
内容 5月よりスタート。火～木曜のいずれか週1日。

〈1組〉10:10～11:00  〈2組〉11:10～12:00
申込 申込み受付中 ※見学は火～木曜（電話にて要予約）
その他 〈1組〉永山・多摩センター駅〈2組〉栗平・若
葉台・はるひ野駅まで送迎バス有

幼児教室「いちご組」プレ情報

学校法人 東京音楽学院
諏訪幼稚園
☎042-374-6141
多摩市諏訪5-3
理事長・園長：赤羽 美登志 国士舘大学

尾根幹線
きらぼし銀行

ENEOS

京王永山駅
小田急永山駅

諏訪幼稚園


