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鳥越
共育ち・ひなた 　100円
11：00～13：00（８月休）

定例おはなし会
神奈川図書館

（３歳～小２むけ）

15：30～16：00

◆都合により変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

第
４
週

ほしのひろば
9：30～15：00

ほしのひろば
9：30～15：00

ほしのひろば
9：30～15：00

ほしのひろば
9：30～15：00

新子安地域ケアプラザ
10:00～12:00 新浦島

新浦島ﾍﾞｲｽﾃｰｼﾞ3階
10：00～11：00（8月休)

かながわ保育園※雨天中止
10:00～11:20

事前登録夏季プール開放も日産ウェルフェア横浜
10:00～12:00

神西・浦島丘
鳥越会館

11:00～15:00
(8・12月休み)

親子お話会
神奈川図書館

（0～2歳親子向け）
最終火曜11：00～11：30

ほしのひろば
9：30～15：00

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

白幡の森P.P
10:00～17:00

かなーちえ
9:30～15:30

夢のとびら
＊おはなしの部屋＊

神奈川地区ｾﾝﾀｰ
11：00～11：30（先着12組）

ほしのひろば
9：30～15：00

ほしのひろば
9：30～15：00

ほしのひろば
9：30～15：00

コットンハーバー
YMCA東かながわ保育園

10:00～12:00(8月休)新子安地域ケアプラザ
10:00～12:00

神奈川
神奈川地区ｾﾝﾀｰ

10：00～11：00(8月休)

かながわ保育園※雨天中止
10:00～11:20

事前登録夏季プール開放も

子安・入江
入江中部町内会館

 10:00～12:00(12月は2日)

ほしのひろば
9：30～15：00

外遊びタイム（星野町公園）
11：00～

新子安地域ケアプラザ
親子でワッとあそぼう
10:00～11:30　100円

6/21・10/18・12/20・2/21

浦島丘中ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
おはなしとあそぼう

10:00～11:00(4・8月休)

第
３
週

ほしのひろば
9：30～15：00

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

日産ウェルフェア横浜
10:00～12:00 新子安（2会場同時開催）

新子安地域ケアプラザ
日産ウェルフェア横浜

10:00～12:00（8・3月休）

白幡の森P.P
10:00～15:00

鳥越（共育ち・ひなた）
10:00～13:00　100円

（8月休）

ほしのひろば
9：30～15：00

ほしのひろば
9：30～15：00

ほしのひろば
9：30～15：00

日産ウェルフェア横浜
10：00～12：00 神奈川

新浦島ﾍﾞｲｽﾃ-ｼﾞ3階
10:00～12:00　8月は2日

白幡・浦島丘
浦島丘中ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
10：00～11：00(8月休) 神西・浦島丘

鳥越会館
11:00～15:00（8月休）

かながわ保育園※雨天中止
10:00～11:20

事前登録夏季プール開放も

かなーちえ神奈川区地域別子育て情報カレンダー    （作成・発行　地域子育て支援拠点 かなーちえ  ℡441-3901）

A.新子安地域 神奈川区をケアプラザ単位の７つの地域に分け、近隣情報を含む子育て応援情報を
まとめました。

第
１
週

ほしのひろば
9：30～15：00

ほしのひろば
9：30～15：00

ほしのひろば
9：30～15：00

ほしのひろば
9：30～15：00

新子安地域ケアプラザ
10:00～12:00

かながわ保育園※雨天中止

10:00～11:20
事前登録夏季プール開放も日産ウェルフェア横浜

10:00～12:00

ほしのひろば
9：30～15：00

かなーちえ
9:30～15:30

白幡の森P.P
10:00～17:00

新子安・子安・入江
日産ウェルフェア横浜

10：00～11：00(8・1月休)
（5月は9日）

白幡の森P.P
10:00～17:00

白幡の森P.P
10:00～17:00

該当地域；新子安１～２丁目、子安台１～２丁目、子安通、入江１～２丁目、神奈川１～２丁目、東神奈川１～２丁目、新町、神奈川本町、浦島町、亀住町、千若町、新浦島
町、守屋町、恵比寿町、宝町、山内町、星野町、出田町、鈴繁町、橋本町、瑞穂町、浦島丘

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

ほしのひろば
9：30～15：00

かなーちえ
9：30～15：30

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

かなーちえ
9:30～15:30

第
２
週

かなーちえ
9:30～15:30

もっと外であそびタイム
西寺尾の丘公園
10：30～12：00

新子安地域ケアプラザ
10：00～12：00

すくすく子がめ隊 赤ちゃん学級 子育て支援日 園庭開放 読み聞かせ 地域の施設 神奈川区地域子育て支援拠点かなーちえ

つどいの広場 ほしのひろば

YMCA東かながわ保育園
（橋本町2-5-3 440-3763）

園庭開放 ふわふわの会

（月１回水曜）10：00～11:00

離乳食・給食試食会なども有

もっと外であそびタイム

神奈川公園かめっ子
（栄町12-1）

10:30～11:30
7/10、17、24、28

8/7、21、25、28

※雨天中止

神奈川公園きらきらプレイパーク
（栄町12-1)

6/2・7/28・8/25・9/29・1/26・3/23

10：30～15：00 ※雨天時中止

6/29（金）10：00～12：00幸ヶ谷集会所

「生きる力を育む外遊び」講演会

201８年度版

白幡の森ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ神奈川公園きらきらﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ

白百合乳児保育園
（亀住町9-5 461-5031）

園庭開放

6/11・18・7/23・8/21・9/18・

10/15・11/5・19・12/10・1/21・2/18

9：45～11：00

他、あそぼう会、初釜なども実施



ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞ新子安

36神之木・西寺尾

31新子安

松見第１

28神奈川

30子安・入江

31新子安

ひびき

幸ヶ谷幼稚園

ゆうゆうきっず横浜

一之宮幼稚園

浦島保育園

神之木地区センター

神之木地域ケアプラザ

聖徳保育園

第二白百合乳児保育園

小鳩保育園分園

小鳩保育園本園

エンゼル保育園

神奈川地区センター

YMCA東かながわ保育園

ほしのひろば

神奈川公園きらきらプレイパーク
幸ヶ谷集会所

42幸ヶ谷 43コットンハーバー

44神奈川公園

白幡幼稚園

白幡地区センター

白幡フレール 神奈川中学コミュニティハウス

神奈川図書館

まりも

26神西・浦島丘

白幡（プレイパーク）

27鳥越

白幡上町

白幡西町

白幡南町

白幡仲町

白幡向町

白幡の森

白百合乳児保育園

地域子育て支援拠点「かなーちえ」

かながわ保育園

29大口・七島

A.新子安

日産ウェルフェア横浜

入江町保育園

ニューライフ幼稚園

京浜横浜幼稚園

京浜保育園パステル

神ノ木
松見 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｯｽﾞ大口園

37西寺尾

SKY KID

新子安地域ケアプラザ

ゆうゆうきっず新子安

太陽の子新子安
浦島丘中学コミュニティハウス

白幡保育園 メガロス

メリーポピンズ

東神奈川ルーム

横浜ノーベル

たいせつ保育園

13

5

16

15

7

1

5

10

2

白幡の森プレイパーク

きゃんぱす子安台

GENKIDS新子安

グローバルキッズ子安駅前



２０１８年度

No 地区名 場所 住所 利用料

２６ 神西・浦島丘 鳥越会館 鳥越9-1
ｸﾘｽﾏｽ会の
み100円

２７ 鳥越 共育ち・ひなた 鳥越11-17 100円
800円

２８ 神奈川 新浦島ベイステージ３階ｼｱﾀｰﾙｰﾑ 新浦島1-1-1
２９ 大口・七島 大口仲町第２親和会会館 大口仲町5
３０ 子安・入江 入江中部町内会館 入江1-6-26

新子安地域ケアプラザ 新子安1-2-4
日産ウェルフェア横浜 新子安1-37

３６ 神之木・西寺尾 神之木町町内会館 神之木町13 100円
３７ 西寺尾 西寺尾ラ・クラッセ（４階集会所） 西寺尾3-25-19 100円
４２ 幸ヶ谷 幸ヶ谷集会所 栄町12 50円
４３ コットンハーバー YMCA東かながわ保育園 橋本町2-5-3

４４ 神奈川公園 神奈川公園 栄町12-1

＜問合せ＞神奈川区福祉保健センター こども家庭支援担当　４１１-７１１１

No 地区名 場所 住所

１ 幸ヶ谷集会所 幸ヶ谷集会所 栄町１２

２ 新子安地域ケアプラザ　　　 新子安地域ケアプラザ 新子安1-2-4
５ 神之木地区センター　　　 神之木地区センター 神之木町７－１

１０ 日産ウェルフェア横浜　　　 日産ウェルフェア横浜 新子安1-37

＜問合せ＞神奈川区福祉保健センター こども家庭支援担当　４１１-７１１１

No 地区名 場所 住所
５ 神之木・入江２ 神之木地区センター 神之木町７－１
７ 新子安・子安・入江 日産ウェルフェア横浜 新子安１－３７

１３ 白幡・浦島丘 浦島丘中学校コミュニティハウス 白幡東町２７－１
１５ 新浦島 新浦島ﾍﾞｲｽﾃｰｲｼﾞ３階ｼｱﾀｰﾙｰﾑ 新浦島１－１－１
１６ 神奈川 神奈川地区センター２階和室 神奈川本町8-1

住所
西寺尾2-1503-2

住所
神奈川公園きらきら 栄町12-1

電話 住所

　冒険遊び場
　白幡の森プレイパーク

401-8320
（事務代行すぺーすろっかく）

白幡西町38
http://blogs.yahoo.co.jp/sirahata
mori/　曇天時の開催も確認

電話 住所
４２３-1７０１ 新子安1-2-4　

電話 住所
４２１－５９９３ 西大口141神奈川中学校内　

電話 住所
４３５-３７４９ 白幡東町27-1浦島丘中学校内

電話 住所
４３４－４３３９ 立町２０−１

場所名

  「自分の責任で自由に遊ぶ」をモットーに自然の中でのびのびあそべるヨ！プレイリーダーや地域の人が見守っています

区民利用施設

「子どもたちにもっと外で遊んで欲しい！」「 いろんな遊びを体験してほしい！」との思いをもって、神奈川区にある神奈川公園で外遊びを
応援しています。お手伝いいただける方も募集中！　　　 ６/２９（金）10-12「生きる力を育む外遊び講演会」幸ヶ谷集会所

プレイパーク
子どもたちが思いっきり遊べるように、極力禁止事項をなくし、 自分の責任で自由に遊ぶことを大切にした活動です。 子どもだけでなく、大人も自由に
遊びやイベントに参加したり、子どもたちの遊びを見守ることなどで大切な支え手となります。

場所名 開催日など
6/2・7/28・8/25・9/29・1/26・3/23　　10：30～15：00　　※雨天時中止

第1土・第3水・第4金・土 10：00～17：00
第2木曜　10：00～15：00

浦島丘中学校コミュニティハウス

図書コーナー、お部屋(貸出にはグループ登録が必要)
　★赤ちゃん学級　　第2火曜　10：00～11：00（8月休）
　★おはなしとあそぼう（おはなしぽけっと）第2木曜10：00～11：00（4・8月休）

施設名

9：00～21：00
毎週水曜・金曜・年末年始休み

開館時間など
火～金9：30～19：00
月土日祝は9：30～17：00
施設点検日、年末年始休み

神奈川図書館
　★定例お話会　　３歳から小学２年　　第１火曜　15：30～
　★親子おはなし会　　０歳から２歳のお子さんと保護者の方　　最終火曜　11：00～

第2・4火曜11-15
第3火曜10-12

親子でゆっくり過ごしながら、先輩ママの子育て支援者に気軽に相談できます。

開館時間など

開館時間など

9：00～21：00
毎週月曜・木曜・年末年始休み

もっと外であそびタイム

開催日など

区内の各施設には 親子向けに開放された｢場｣がたくさんあります。地区センター・地域ケアプラザ・コミュニティハウス等ではボランティアグループによ
る親子向けプログラムも開催。気軽に出かけてみませんか？

施設名

第２金曜10：30～12：00　雨天中止

開館時間など

月曜～土曜9：00～21：00
日曜・祝日9：00～17：00
毎月第３土曜・年末年始休み

神奈川中学校コミュニティハウス
　図書コーナー、お部屋(貸出にはグループ登録が必要)
　★おはなしとあそぼう（おはなしぽけっと）　最終火曜（12月は18日）10：30～11：30

施設名

施設名

場所名
西寺尾の丘公園

開催日など

地域の先輩ママたちのボランティアグループ「外遊び応援隊」が近所
の公園・緑地でいっしょに遊びます。赤ちゃんからでも参加OK！ 親子で散歩や水遊びを楽しむことができます。応援隊も募集中！ 雨天中止

＜問合せ＞神奈川区地域子育て支援拠点　かなーちえ　４４１-３９０１
　　　　　神奈川区福祉保健センター こども家庭支援担当　４１１-７１１１

子育て中の親子がおしゃべりや仲間づくりができる「親子のたまり場」を地域の方々で開催。マタニティの方や０歳の赤ちゃんから参加できます。

＜問合せ＞神奈川区地域子育て支援拠点　かなーちえ　４４１-３９０１
　　　　　神奈川区福祉保健センター こども家庭支援担当　４１１-７１１１

第1火曜10-12:30　1月休み
第3金曜10-12　8月休み
7/10・17・24・28、8/7・21・25・28
10：30-11：30　雨天中止

　　　　赤ちゃん学級
0歳の赤ちゃんとお母さんの集まりです。お家の近くで子育て仲間を作りませんか？いろいろな情報を交換･交流しましょう。地区担当の保健師さんが
担当します。　 ※会場の都合により、変更になる場合あり

新子安地域ケアプラザ
ボランティアルーム (オープンルーム)利用可
★子育て支援日　毎週火曜10：00～12：00、祝日・お盆・年末年始休み
★新子安地区すくすく子がめ隊　第3水曜10：00～12：00(日産ウェルフェア横浜と同時開催）8月休み
★親子でワッと遊ぼう　第3木（6/21、10/18、12/20、2/21）10：00～11：30　参加費100円
★パラダイス（障害児の放課後の居場所）第3金曜(変更有)17：00～20：00 みんなで遊び、持参の夕食を食べます
★とんぼ☆プラザ（学童クラブとんぼとの共催）14：00～16：00　7/7・9/1・12/1・2/2　50円～200円

開催日など

開催日など　（定例外）

第４水曜10-11　８月休
第３水曜10-11　８月休

第１水曜10-11　８・１月休
第１水曜10-11 （5/9） ８・１月休
第２火曜10-11　８月休

毎週火曜・第1週のみ月曜10-12
祝日・お盆・年末年始休み、1月は火曜のみ

毎週木曜10-12、祝日・お盆・年末年始休み
毎週火曜10-12、祝日・お盆・年末年始休み

毎週火曜10-12、祝日・お盆・年末年始休み

子育て支援日　

３１

第2・4木曜11-15（8月休み）
（12月は13日のみ、13-15）

第1・3火曜10-13（8月休み）
ひなたごはん⇒5/29・10/30・1/29

開催日など（定例外）

第2木曜10-12　　8/2
第3水曜10-15（8月休み）12/12
第2金曜10-12（12/2）

　親子のたまり場 すくすくかめっ子

新子安
第3水曜10-12　8月休み
<同時開催>

A.新子安



電話 住所
４５３―７３５０ 神奈川本町８－１ 

電話 住所
４４１－３７８８ 幸ヶ谷４（幸ケ谷公園内） 

電話 住所
４５３－２６６０ 栄町12

住所
栄町12-1

保育園

電話 住所
４４０－２０３１ 神奈川1-12ﾘｰﾃﾞﾝｽﾌｫｰﾄ横浜3F

電話 住所
４４０－３７６３ 橋本町2-5-3

電話
４４４－２１０２

電話 住所

４６１－５０３１ 亀住町９－５　

４０１－０９５３ 西寺尾3-22-1　

４３８－２３４３ 七島町163

＜問合せ＞神奈川区福祉保健センター こども家庭支援担当　４１１-７１１１
主な活動場所 日時
子安通２・３丁目会館 第１・３木曜日 10：30～12：00
新子安地域ケアプラザ 第４月曜 10：30～11：30

電話 住所
４４１－３９０1 東神奈川1-29　3F

電話 住所
６２８－９０７４ 星野町10　ヒストリア海舟202号

民間
電話

４４２－２２３６

電話 住所
４２３－６８９８ 鳥越１１－１７ひなたハウス

民間でお宅を開放している地域にむけた親子のつどいの場
　★鳥越　すくすく子がめ隊　　第１・３火曜10：00～13：00　8月休み
　　　参加費\100　　　　　11：30～おべんとうタイム　（お弁当持参 （おにぎり販売もあり））
　★ひなたごはん　11：00～13：00　予約制　　5/29・10/30・1/29　　参加費：８００円
　★親子カフェやひなたニットカフェなども開催予定

施設名
神奈川公園内

　★神奈川公園すくすく子がめ隊　　7/10・17・24・7/28・8/7・21・25・28　10：30～11：30　雨天中止
　★神奈川公園きらきらプレイパーク（http://kira2pp.blog95.fc2.com/）　　※雨天時中止
　　6/2・7/28・8/25・9/29・1/26・3/23　10：30～15：00
　　6/29（金）10：00～12：00「生きる力を育む外遊び講演会」幸ヶ谷集会所２階会議室

グループ名
こりすの会
チャイルドグロウス

■子育てグループ

施設名

白百合乳児保育園

西寺尾保育園 

施設名
YMCA東かながわ保育園

　★園庭・室内遊び　 ふわふわの会（6/13・2/27・11/7よみきかせあり）
　　4/25・5/16・6/13・7/18・8/22・9/5・10/24・11/14・12/12・1/16・2/27・3/13）10：00～11：00
　　離乳食・給食試食会などもあり
　★コットンハーバーすくすく子がめ隊　　第３金曜10：00～12：00（8月休）

施設名

施設名 住所
太陽の子新子安保育園 子安通3-341-1クリオ新子安ファースト１階

お誕生日会（事前予約カード作成のため）9：40～10：20　6/29・7/6・8/24・9/21・10/26・11/30・12/21・1/7・2/1・3/1

月曜～土曜 9：00～21：00
日曜・祝日 9：00～17：00
第２月曜・年末年始

神奈川地区センター  
★赤ちゃん学級　第3水曜10：00～11：00　（8月休）
★夢のとびら*おはなしの部屋*　第3月曜　11：00～11：30　先着12組　8・1月休み

横浜市かながわ保育園
　★園庭開放
　　木曜１０：００～１１：２０　毎月身体測定や絵本の貸し出しなど　　　後期にスープ給食も始まります
　　７月～８月 プール開放有12：00～13：00   (事前登録制)
　★休日保育　（事前登録が必要）　０８０－３４８９－２０３１（専用）10：00～17：00

開館時間など

開館時間など
月曜～土曜9：00～21：00
日曜・祝日9：00～17：00
第3日・年末年始休み

幸ケ谷集会所
　★子育て支援日 毎週火曜（第1週のみ月曜）10：00～12：00  　1月は火曜のみ開催
　★幸ヶ谷すくすく子がめ隊　第１火曜日10：00～12：30（1月休）　参加費50円

※園庭解放などは、保育などの予定により、変更になる場合があります。

施設名

施設名
幸ヶ谷公園コミュニティハウス 

　★おはなし会＊おはなしぽけっと　第2月曜　10：30～11：00（10月は15日、1月は21日、2月は18日）２０組の親子
　★おはなし会＊おはなしころころ（まりこ☆みゅ－じあむ）　第4月曜10：30～11：00　２０組の親子　当日先着順

施設名 開館時間など

共育ち・ひなた

園庭開放
園庭開放 6/11・18・7/23・8/20・9/18・
10/15・11/5・12/10・1/21・2/18
その他、あそぼう会、初釜なども実施
園庭開放 9：30～11：00（随時・日程要確認）
子育て相談　第2・第4木曜日（予約）
6/14・11/27午後育児講座開催（予約）
園庭開放 月・火・木・金曜日
 　11：00～12：00　14：30～16：00当日受付

子安通２・３丁目在住者

施設名
特定非営利活動法人くじらぐも

大切な子どもたちへ。障がいの有無にかかわらず、不登校や発達障害など、すべての問題を抱える子どもたちとそ
の家族への支援を行うNPO法人です。

    横浜市つどいの広場事業　　つどいの広場「ほしのひろば」　

   神奈川区地域子育て支援拠点「かなーちえ」
施設名
かなーちえ

施設名
ほしのひろば

ひろば開館時間　火曜～土曜　9：30～15：30
休館日　日曜・月曜・祝祭日・年末年始　月曜が祝日の場合、翌火曜が休館
横浜子育てパートナー・利用者支援事業　　　専用℡：４４１－７７２２
横浜子育てサポートシステム　　　専用℡：４４１－７７０８

http://www.hoshinohiroba.com
　月曜～金曜（第3金曜除く）　9：30～15：00（土・日・お盆・年末年始祝日、第3金曜休み）
　利用料　１日フリーパス300円　　1か月フリーパス1,000円　初回利用の時は無料
　※毎月第二金曜日、11：00から星野町公園で外遊びタイム

施設名

聖徳保育園

月曜～土曜 9：00～21：00
休日･祝日  9：00～17：00
月末の施設点検日・年末年始休み

鶴見区地域子育て支援拠点 わっくんひろば

℡ ０４５－５８２－７５９０ 豊岡町38-4

http://www.wakkunhiroba-tsurumi.jp
火～土 9：30～15:：30

日・月曜日・祝日・年末年始・特別休館日

※月曜日が祝日にあたる場合は翌火曜も休館

水遊び＆プール ≪夏期のみ≫

・ニューライフ幼稚園

・あおぞら保育園

・白楽あいいく保育園 の園庭開放

2018年7月14日（土）～9月2日（日）

・六角橋公園プール

・白幡仲町公園プール

2018年7月14日（土）～8月31日（金）

・篠原園地プール

・子安小学校プール（2018年より）
市民利用日の設定あり

9：00～18：00（9月中は、9：00～17：00）

1時間までにつき

大人 100円 （中学生以上）

子供 60円 （3歳以上小学6年生以下）

※未就学児、小学生が土曜日に利用

する場合は無料。

麦の会、地域訓練会グループスヌーピー 問合：神奈川区福祉保健センターこども家庭支援担当 ４１１-７１１１

育てにくさのある子どもを持つ親たちの情報交換と、子どもたちが集団の中で遊び、生活習慣を身につけることを

目的として作った会。運営はボランティアの助けを借りて親自身が行っています。


	新子安地域cal (2)
	新子安map
	新子安
	新子安詳細




