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★☆総合東京病院　職員採用説明会☆★
8月16日（金）　13:30 ～
■会場：総合東京病院　中央棟４階大会議室
〒165-0022  東京都中野区江古田3-15-2
■Time schedule
13:00 ～　受付
13:30 ～　病院説明
14:00 ～　看護部
14:30 ～　教育
14:50 ～　休憩
15:00 ～　パネルディスカッション
15:40 ～　院内見学

■募集職種
看護師・医師・初期臨床研修医・薬剤師・
臨床工学技士・臨床検査技師・事務職（人財開発部）

2014年春リニューアルOPEN!!
ぜひ、一度病院にお越しください!!

お問い合わせ先
南東北グループ　人財開発部
〒215-0253  神奈川県川崎市麻生区古沢都古255
TEL:(044)322-0253  FAX:(044)322-8291
MAIL:jinzaikaihatsu_t@mt.string.or.jp

乳幼児親子支援活動
～地域ぐるみで子育てをサポート～
次世代育成担当／３階　☎（３２２８）８８２４　FAX（３２２８）５６５９

　いずれも、子育て中のみなさんを支援する地域の
自主団体（平成２５年度中野区乳幼児親子支援活動
助成金交付団体）の活動です。
　事前に各団体へ問い合わせの上、ご利用を。

名称・活動内容など 主な活動日時 主な活動場所 連絡先

いつでもおいディ
畳のある大きな部屋で、子ども同士で遊ん
だり、お弁当を食べたり、自由に過ごせま
す。

原則、毎月第２・４火曜日
午前１０時～午後３時

鍋横区民活動センター
（本町５－４７－１３）

オアシスなべよこ
（鍋横区民活動センター内）
☎（３３８３）２７３１
☆月～金曜日の午前１０時～正午

にこにこママの会
０歳児ママが気軽におしゃべりできるひろば
です。

毎月第１・３金曜日
（８月を除く）
午後１時半～３時半
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プラザ中央
（中央３－４１－１２）

にこにこママの会
（Ｕ１８プラザ中央内）
☎（５３８５）０７２０

親子のつどい
子育て応援のための情報交換・集いの場。
ベビーマッサージ、子守唄や手遊び唄、絵
本の読み聞かせ、靴の選び方など。

毎月第２・４週を基本に
２回または３回
午前１０時～午後５時

なかのＺ
ゼ

ＥＲ
ロ

Ｏ
（中野２－９－７）

ナチュラルハート ありがとうの会
鈴木　☎０７０（６６４９）８０５７

natural-heart-358@willcom.com

ひよこ会
親子体操リトミック、手遊び唄、バイオリン・
ピアノ演奏など。

月２回、木・土・日曜日に
不定期
午前１０時～正午

なかのＺＥＲＯ
（中野２－９－７）

ゆかり会　岸本
☎（５３８５）０９６６

k.yukari＠isis.ocn.ne.jp

リトルキッズＡＢＣ
０～３歳児の親子のための英語あそび（歌、
絵本の読み聞かせ）とママの友達づくり、子
育ての情報交換など。         

９月～３月の火曜日に
不定期。全５回
☆詳しくは、ブログで確認を

なかのＺＥＲＯ
（中野２－９－７）

リトルキッズＡＢＣ　上野
☎０９０（８４６１）５６８５

little.kids.abc@hotmail.co.jp
http://ameblo.jp/mummyandme/

子育てサポートルーム
ドロップインほっとほっと
おしゃべり、情報交換の場。ときどき、ミニ
講座もあります。

原則、毎月第３水曜日
その他、不定期
午前１０時～午後３時

勤労福祉会館
（中野２－１３－１４）

ドロップインほっとほっと　能津
☎（３３８２）７９６６

chihothot@aol.com

すみれの庭 親子のためのひろば活動
自然素材のおもちゃで自由に遊べます。お
弁当も食べられます。

月２回（８月・１２月・１月は
１回）、不定期
午前１０時～午後１時半
☆詳しくは、ブログで確認を

勤労福祉会館
（中野２－１３－１４）
すみれの庭こども園

（中野５－３－１４）

NPO法人すみれの庭　滝口
☎（３３６６）３００９

sumirenoniwa_info@yahoo.co.jp
http://sumireno28.exblog.jp/

にこにこサポーターズ
幅広い世代の子育て交流。子どもを遊ばせ
ながら、おしゃべりしましょう。

毎月第４火曜日
午前１０時半～午後１時半

勤労福祉会館
（中野２－１３－１４）

にこにこサポーターズ　徳田
☎（３３７０）９７４８

mtoku1@outlook.com

　子育て経験のある、地域のボランティアが乳幼児を預かります。
☆事前に申し込みを。１回ごとに、参加費（保険代）が必要。詳しくは、各団体へ問い合わせを

名　称 主な活動日時 主な活動場所 連絡先

ままサポ 毎月第２・４木曜日
午前１０時～午後１時

朝日が丘児童館（本町２－３２－１４）
弥生児童館（弥生町１－１４－６）

やよいＹＹネット　篠崎
☎（３３７３）３９３３

昭和キッズルーム 毎月第２木曜日（８月を除く）
午前１０時～午後０時４５分 文園児童館（中野６－１０－６）

昭和キッズルーム　山川
☎（３３８５）０２８２

あいあいサポート

毎月第２火曜日
（１月・２月は第３火曜日。８月を除く）
午前１０時～午後１時
☆地域の方のみ参加可

鷺宮児童館（鷺宮３－４０－１３）
さぎのみや・あいあいサポート　中田
☎（３３３６）９０９０

名称・活動内容など 主な活動日時 主な活動場所 連絡先

はぴふる
お子さんを遊ばせながら、ゆっくり過ごせ
ます。お弁当の持ち込みもできます。

不定期
午前１０時半～午後２時半
☆詳しくは、ブログで確認を

勤労福祉会館
（中野２－１３－１４）

はぴふる　村松
☎０９０（６５４３）７５４８

hapihuru.nakano@gmail.com　
http://leomidori.blog3.fc2.com/

わたげ ふわふわ
親子でのんびり過ごせて、お弁当も食べら
れます。「子育て困り事解決おばちゃん」に
相談できます。

毎月第１月曜日
（８月は第２月曜日も）
午前１０時半～午後２時半   

勤労福祉会館
（中野２－１３－１４）

わたげ ふわふわ　三木
☎（３３８７）８０７３

sugawara_hiroaki@true.ocn.ne.jp

子育てひろば たんぽぽルーム
親子の遊びの見守り、友達づくりの支援、
子育て情報の交換など。

毎月第２・４水曜日
（８月のみ第１・４水曜日）
午前１０時～午後３時

中野桃園教会
（中野５－３－１４）

子育てひろば たんぽぽルーム　鈴木
☎０８０（５３８６）６２６７

chiaki070810@ezweb.ne.jp

べビママさろん
お子さんを遊ばせながら、子育ての情報を
交換したり、ほっと一息つけたりする場所で
す。

毎週火曜日
午前１０時半～午後１時半
毎月第２土曜日
午前１０時～正午

東中野小学校跡施設
（東中野５－２７－８）

ベビママさろん　岩田
☎（５３８６）１９２２
http://www.nakano-higashi.gr.jp

ぽかぽかひろば
お茶を飲みながらのおしゃべりタイム、料
理教室、水遊び、食育講習会など。

毎月第３木曜日
（８月は第１木曜日）
午前１１時～午後２時半

上高田児童館
（上高田５－３０－１５）

ぽかぽかひろば　小椋
☎（５３４３）１１０４

togura@blue.ocn.ne.jp

みんなであ・そ・ぼ
子育て中のママたちがつくる、乳幼児親子
のための空間です。木製ジャングルジムが
人気。お楽しみタイムもあります。

９月・１２月・２月の
第３木曜日
１０月の第３土曜日
午前１０時～正午

野方区民活動センター
（野方５－３－１）

ＮＰＯ法人中野こども空間
☎・FAX（５３７３）８２４６

みずちゃんカフェ
親子でお茶を飲みながら交流できます。

毎月第３火曜日
（８月を除く）
午前１０時～午後０時半

みずの塔ふれあいの家
（江古田１－９－２４）

あんしゃんて　中込
☎０９０（６７９４）５２２０

しゅわわわ
地域行事の情報交換、子育ての悩み相談、
読み聞かせ会、親子体操など。手話で歌う
時間を毎回設けます。

月１回または２回、不定期
午前９時半～正午

上鷺宮区民活動
センター

（上鷺宮３－７－６）
上鷺宮二丁目集会室

（上鷺宮２－４－６）

みんなの手話ダンス ベル・カント
藤原
☎（３３１９）８５５２

健康
福祉

子ども
子育て

乳幼児親子のための居場所・ひろば

乳幼児の一時預かり

ご存じですか

乳幼児のためのやさしいアレルギー教室
鷺宮すこやか福祉センター
鷺宮３−１８−１５　☎（３３３６）７１１１　FAX（３３３６）７１３４

　アレルギーの基本的な知識と対応方法を学びます。

日時　９月２６日（木）午後２時～４時

会場　鷺宮区民活動センター（鷺宮３－２２－５）

対象　区内在住の、乳幼児の保護者またはアレルギーに関心のあ

る方

講師　山本貴和子氏（国立成育医療研究センターアレルギー科医師）

申込み　８月６日～９月１２日に電子申請か、電話または直接、鷺

宮すこやか福祉センターへ。先着５０人　☆一時保育希望の方は、

あわせて申し込みを。先着２０人
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平成25年（2013年）　8月5日号　13 区ホームページから、   　 は電子申請が、    　は申請書などのダウンロードができます
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