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◆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。

第
2
週

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

白幡の森P.P
10:00～17:00

白幡の森P.P
10:00～17:00

白幡地区センター
おはなし花束

11：00～11：30(8月休)

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

第
4
週

第
3
週

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

白幡地区センター
10:00～12:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

白幡地区センター
10:00～12:00

二本榎幼稚園
13：00～16：00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

神西・浦島丘
鳥越会館

11:00～15:00
(8・12月休み)

親子でワッと遊ぼう
白幡地区センター

10：00～11：30（12/17）
(参加費100円)

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）

第
1
週

あおぞら保育園
おひさまひろば
9：30～16：00

あおぞら保育園
おひさまひろば
9：30～16：00

あおぞら保育園
おひさまひろば
9：30～16:00

あおぞら保育園
おひさまひろば
9：30～16：00

あおぞら保育園
おひさまひろば
9：30～16：00

白幡の森P.P
10：00～17：00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9：30～15：00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9：30～15：00

Ｄ．六角橋地域

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　　　公共施設　　　　地域のカフェ　　　白幡の森プレイパーク

あおぞら第2保育園
いちご畑

9：30～15：00

該当地域；西神奈川２～３丁目、二本榎、中丸、斎藤分町、平川町、白楽、六角橋１～６丁目、白幡町、白幡東町、白幡西町、白幡南町、白幡上町、白幡仲町、
白幡向町

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。

六角橋地域ケアプラザ
子育て広場

10：00～12：00

白幡地区センター
おやこであそぼわらべうた

（8月休）
11：00～11：20

二本榎幼稚園
13：00～16：00

白幡地区センター
10：00～12：00

地域カフェひふみ
地域活動支援センターひふ

み
10：00～12：00
（100円/1杯）

あおぞら第2
保育園（月2回）

9:30～12:30

地域カフェひふみ
地域活動支援センターひふ

み
10：00～12：00
（100円/1杯）

あおぞら第2
保育園（月2回）

9:30～12:30

あおぞら第2保育園
いちご畑

9：30～15：00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9：30～15：00

二本榎幼稚園
13：00～16：00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

六角橋地域ケアプラザ
サンSUNカフェ

13：00～15：00（50円/1杯）

六角橋地域ケアプラザ
子育て広場
10:00～12:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

六角橋北原
コンフォール北原集会所

10:00～12:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

二本榎幼稚園
13：00～16：00

六角橋地域ケアプラザ
サンSUNカフェ（50円/1杯)

13：00～15：00

二本榎幼稚園
13：00～16：00

六角橋北原
コンフォール北原集会所

10:00～12:00

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

白幡宝づくりの会
白幡上町町内会館

10:00～12:00(7月休）

白幡フレール保育園
9：30～11：30

(4月・7月・8月・行事除)

白幡フレール保育園
9：30～11：30

(4月・7月・8月・行事除)

白幡フレール保育園
9：30～11：30

(4月・7月・8月・行事除)

白幡フレール保育園
9：30～11：30

(4月・7月・8月・行事除)

白幡フレール保育園
9：30～11：30

(4月・7月・8月・行事除)

白幡フレール保育園
9：30～11：30

(4月・7月・8月・行事除)

六角橋
六角橋公園集会所２階

10:00～12:00

二本榎幼稚園
13：00～16：00

六角橋中学校ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
｢絵本のおへや｣
おはなしぽけっと

4/23・6/25・7/30・9/10・
10/29・12/9（日）・1/29・

2/25　先着15組
（お弁当持参でランチ会も）

白幡地区センター
10:00～12:00

西神奈川
三仲町内会館

10:00～11:00（8月休）
六角橋商店街

ろ・か・はまっ子プラザ
10:30～12:30

（8/7）参加費50円 白幡の森P.P
10:00～15:00

白幡・浦島丘
浦島中学校ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
10:00～11:00（8月休）

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

白幡宝づくりの会
白幡仲町自治会館

プールあと(外スペース)
(松尾保育室担当)

10:00～11:30(7・8・9月休）

神北
三仲町内会館

13:30～15:00（8月休）

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

白幡宝づくりの会
白幡仲町自治会館

プールあと(外スペース)
(松尾保育室担当)

10:00～11:30
(7・8・9月休）

あおぞら第２保育園
いちご畑　「お話とあそぼう」

おはなしぽけっと
10:30～11:00

（6/11・7/9・9/18）8月休

六角橋地域ケアプラザ
オハナの遊び場
12：30～15：00

白幡宝づくりの会
白幡南町自治会館 100円

10：00～12：00（1月休）

六角橋地区
六角橋公園集会所

10：00～11：00(8・1月休）

定例おはなし会
神奈川図書館(3歳～小2)

15：30～16：00

鳥越
共育ち・ひなた 　100円
11：00～13：00（８月休）

二本榎幼稚園
13：00～16：00

浦島丘中学校ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ
おはなしとあそぼう

　　　＊おはなしぽけっと
10：00～11：00(4・8月休)

神西・浦島丘
鳥越会館

11:00～15:00（8月休）

六角橋地域ケアプラザ
子育て広場
10:00～12:00

二本榎幼稚園
13：00～16：00

白幡宝づくりの会
白幡仲町自治会館

プールあと(外スペース)
(エーテルスペース担当)

10：00～12：00
(7・8・9月休）

鳥越（共育ち・ひなた）
10:00～13:00　100円

（8月休）白幡宝づくりの会
白幡町町内会館

10:00～12:00
(7・9月休)

六角橋地域ケアプラザ
子育て広場
10:00～12:00

白幡の森P.P
10:00～17:00

白幡フレール保育園
9：30～11：30

(4・7・8月・行事除)

白幡フレール保育園
9：30～11：30

(4・7・8月・行事除)

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

あおぞら保育園
おひさまひろば

9:30～16:00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

白幡宝づくりの会
白幡向町町内会館

10：30～12：00
(8月休)

西神奈川二丁目町内会館
西二カフェ （100円）

10：00～12：00

六角橋公園ﾌﾟｰﾙ集会所
地域caféふれ～る

（おかわり自由200円）
13：00～15：00

あおぞら第2保育園
いちご畑

9:30～15:00

201８年度版

大口台小学校内ぱれっと

親子のひろば

10：00～12：00 年6回 概ね木曜

白楽あいいく保育園

園庭開放 原則木曜 時間変更あり要申込

育児相談 毎週水曜13:30～17:00要申込

一時保育、育児講座（年３回） 要予約



あおぞら

あおぞら第２

月影幼稚園

ポピンズナーサリー

スクール片倉町
グローバルキッズ白楽園

六角橋地域ケアプラザ

白幡幼稚園
白幡地区センター

めばえ横浜

捜真幼稚園
認定こども園捜真幼稚園

二本榎幼稚園

横浜孝道幼稚園

白幡フレール

京浜横浜幼稚園

京浜保育園パステル

神奈川中学コミュニティハウス

白楽あいいく

いずみ東白楽

神奈川図書館

ニューライフ
幼稚園

横浜ノーベル

ひだまり 26神西・浦島丘

20白幡（プレイパーク）

27鳥越

22白幡上町

23白幡町

17六角橋商店街

16六角橋

15六角橋北原

18神北

19白幡西町

25白幡南町

21白幡仲町

24白幡向町

ぱれっと

白幡の森プレイパーク

地域子育て支援拠点
「かなーちえ」

託児室あいあい

Ｄ．六角橋

白幡保育園

浦島丘中学コミュニティハウス

たいせつ保育園

メリーポピンズ

東神奈川ルーム

かながわ保育園

第二白百合乳児

4

13
8

1
地域カフェひふみ

地域cafeふれ～る

サンSUNカフェ

西二カフェ

ｽﾀｰﾁｬｲﾙﾄﾞ（白楽ナーサリー）

キッズパートナー六角橋

ふれあいカフェ

アトリエ・イースト
カフェ三仲

カフェ3110/
（さいとうぶん）



２０１８年度

No 地区名 場所 住所 利用料
１５ 六角橋北原 コンフォール北原集会所 六角橋6-24-8
１６ 六角橋 六角橋公園集会所 六角橋6-1-4-2F 行事時
１７ 六角橋商店街 ろ・か・はまっ子プラザ 六角橋1-4-7 50円
１８ 神北 三仲町内会館 西神奈川3-15
１９ 白幡西町 白幡西町自治会館 白幡西町12-21
２０ 白幡（プレイパーク） 白幡の森 白幡西町38

２１ 白幡宝づくりの会 仲町プールあとなかよしひろば 白幡仲町17

２２ 白幡宝づくりの会 白幡上町自治会館 白幡上町31-2
２３ 白幡宝づくりの会 白幡町自治会館 港北区篠原台町4-7
２４ 白幡宝づくりの会 白幡向町自治会館 白幡向町18-4
２５ 白幡宝づくりの会 白幡南町自治会館 白幡南町5-3

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

松見みはらし公園 松見みはらし公園 松見町3-891

＜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
３ 神大寺地区センター　　 神大寺地区センター 神大寺2-28-18
４ 白幡地区センター 白幡地区センター 白幡上町44-12

＜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 六角橋赤ちゃん学級 六角橋公園集会所 六角橋6-1-4-２F
８ 西神奈川赤ちゃん学級 三仲町内会館 西神奈川３－１５

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

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/sirahatamori/

電話 住所
４１３－３２８１ 六角橋3-3-13

電話 住所
４３０－３０５０ 白幡上町44-12

電話 住所
４８２－１１４９ 六角橋5-33-1六角橋中学校内　

電話 住所
４２１－５９９３ 西大口141神奈川中学校内　

電話 住所 開館時間など
４３５-３７４９ 白幡東町27-1浦島丘中学校内

電話 住所 開館時間など
４３４－４３３９ 立町２０−１

電話 住所
４２１-７８０４ 大口仲町４６０大口台小学校内

（雨天時） 松見3丁目会館
松見町3-492-1
エクレール第二妙蓮寺1階

  「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
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ボランティアグループによる
親子向けプログラムが開催。気軽に出かけてみませんか？

施設名

３５ 第3木曜10-12、8月休

開催日など

毎週水曜、祝日・お盆・年末年始休み

子育て支援日　

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。

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

第2・4木曜11-15（8月休）
（12月は13日のみ、13-15）
第1・3火曜10-13（8月休）5/29・
10/30・1/29　　　　ひなたごはん⇒
第2木曜10-12　8/2

第2・4火曜10-12
第3火曜10-12
第2火曜10：30-12：30（8/7）
第3水曜13：30-15　８月休

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。10-12

第4水曜10-11:30
第2木曜10-15、第3水・第4金10-17
第１木10-12、第3・4木10-11：30
6/21～9/20休み
第4火曜10-12　7月休
第3月曜10-12　7月・9月休
第3金曜10：30-12　8月休
第1火曜10-12　１月休

第3水曜10-15（8月休）12/12

　　　　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。10-11

＜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

場所名

9：00～21：00
毎週月曜・木曜・年末年始休み

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

毎週水曜、祝日・お盆・年末年始休み

開催日など　（定例外）

開館時間など

第２水曜、８月休
第１火曜、８月・１月休

第２火曜、８月休

9:00～21:00
毎週火･水 年末年始休み

9:00～21:00
毎週水曜・金曜・年末年始休み

  ★子育て支援日　毎週水曜日　10：00～12：00
　★親子でワッと遊ぼう！(保育ボランティアこぶし)　第4月曜日10：00～11：30(参加費100円)
　　７・８月は天気が良ければ水遊び　12月は17日
　★おやこであそぼわらべうた　第１月曜11：00～11：20（8月休）　プレイルーム
　★おはなし花束のおはなし会　　第３木曜11：00～11：30（8月休）　工芸室
　★みんなでヨ-ガ　最終火曜　15:25～16:30　体育館

六角橋地域ケアプラザ
  ★サンSUNルーム（常設キッズルーム・未就学児）　第３日曜休
　★子育て広場　毎週金曜10：00～12：00（祝休）
　★オハナの遊び場　第２土曜12：30～15：00　親も子も楽しむファミリータイム！
　★背中のつどい　主に第２金曜19：00～21：00　小学生までのファミリーか父子
　★サンSUNカフェ　第２・４月曜13：00～14：30　作業所の和菓子も　　他カフェも
　★神奈川区ダウン症親子グループかなっぷ　第1日曜10：00～12：00　ダウン症児の親子の場
　★障がい児の放課後の居場所づくりByあみーば　　（1・2・3月はお休み）
　　奇数月；親の会（不定期）　　偶数月；親子の会　第２土曜10：00～12：00
　★かなプラ子育て応援タイム　かなーちえとケアプラザの共催事業　不定期

施設名 開館時間など

施設名 開館時間など
六角橋中学校コミュニティハウス

本の貸し出し可、部屋の貸し出し可（グループ登録が必要)
　★絵本のおへや（よみきかせと季節の行事）（おはなしぽけっと）
　　10：30～11：30　終了後、昼食持参の方は自由参加でランチタイムあり
　　4/23・6/25・7/30・9/10・10/29・12/9（日）・1/29・2/25　先着15組

　親子のたまり場 すくすくかめっ子
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。

開催日など（定例外）

月曜～土曜9：00～21：00
日曜・祝日9：00～17：00

月曜～土曜9：00～21：00
日・祝日9：00～17：00
第3火曜日・年末年始休み

　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（12/18）10：30～11：30

施設名

施設名
神奈川中学校コミュニティハウス

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月・8月休）

施設名
神奈川図書館

白幡地区センター

施設名

　★定例お話会　　３歳から小学生　　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～

開館時間など

大口台小学校ぱれっと（放課後キッズクラブ）

　★親子のひろば　第1木曜（変則月有）10：00～12：00　5/7・6/10（概ね６回/年予定）
　　近隣の幼児親子の方向けに“ぱれっと”を開いています。のんびり、ゆったり、タイム・・・。

Ｄ．六角橋



神奈川区育児支援センター園（私立）
電話 住所

４８１－０８７５　なかた先生 六角橋5-35-15

電話 住所
４１３-１１１４ 六角橋2-34-8

電話 住所
４３２－２８８９ 白楽100-5

電話 住所
４３５－１１５１ 白幡上町10-24

幼稚園
電話 住所

４３２－０６４０ 白楽１０９−４

電話 住所
４９１－３４３７ 二本榎9-1

電話 住所
４０２－３６１２ 港北区篠原西町18-17T･Hビル

＜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
日時

第２木曜・他１日

神奈川区地域子育て支援拠点「かなーちえ」
電話 住所

４４１－３９０1 東神奈川1-29　3F

横浜市つどいの広場事業　
電話 住所

６２８－９０７４ 星野町10ヒストリア海舟202号

電話 住所
６４２－４８０９ 港北区岸根町539-1ﾌﾞﾘｽﾞ岸根公園207

場所 住所
地域活動支援センターひふみ 六角橋6-2-13 第１・３水曜10：00～12：00 　100円/1杯
西神奈川２丁目町内会館 西神奈川２丁目
六角橋地域ケアプラザ 六角橋3-3-13
六角橋公園プール集会所 六角橋6-1-4-2F
六角橋地域ケアプラザ 六角橋3-3-13
コンフォール北原集会所 六角橋6-24-8
宝秀寺入口前 六角橋5-9-20
三仲町内会館 西神奈川3-15
斎藤分町北部自治会館 斎藤分町12-1

民間
電話

４４２－２２３６

電話 住所
４３２－１２０１ 考道山大黒堂会館

電話 住所
７１６－９８７５ 港北区篠原町1077

カフェ3110/（さいとうぶん） 第３金曜13：00～15：00　100～150円
第４水曜（不定期）10：00～12：00　100円

年会費なし　1回1家族100円　講座１家族１回300円

施設名
特定非営利活動法人くじらぐも

施設名

開館日など
つどいの広場　ぽっけ 月水木土10：00-16：00、年末年始休み

ニューライフ幼稚園  

かなーちえ

二本榎幼稚園 

名称

施設名
託児室あいあい

つどいの広場「ほしのひろば」　
　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　　　　　　　　http://hoshinohiroba.com

■子育てグループ
グループ名

施設名

休館日：日曜・月曜・祝祭日・年末年始　月曜が祝日の場合、翌日火曜が休館
　ひろば開館時間　9：30～15：30
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

施設名

ぽっぽクラブ

施設名 日時
NPOチーム白幡

第３火曜13：00～15：00　おかわり自由200円

第３火曜10：00～12：00　100円

地域の方が運営する集いの場所
地域の高齢者のサロンですが、親子で参加できる地域カフェ・サロンの時間です。

開館時間など

サンSUNカフェ 第２・４月曜13：00～15：00（祝日休）50円/1杯
西二カフェ

電話
９０２－３５７５　　　　０８０－６６８７－７０９７

地域カフェふれ～る
カフェみなみ町 第２木曜12：30～14：30　100円/1杯
珈琲サンローズ 第４金曜13：00～15：00　おかわり自由200円
ふれあいカフェ　アトリエ・イースト 第１・３火曜13：00～16：00　100円/1杯

地域カフェひふみ
名前

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。

カフェ三仲

地域福祉交流スペース。世代を問わず誰もがフラッと立ち寄れます。　月曜～金曜　9：30～15：00
　★COCOカフェ　10：00～15：00　　　★ごちそうさん食堂　11：30～13：00
　★預かり保育「まんまーる篠原」
 　　・入園前（２歳、３歳）を対象としたグループ保育。定員：火・木　各コース６名　 時間：９：３０～１３：００
 　　・一時預かり（1歳～）、延長保育　実施　問合せ540-7422

施設名
COCOしのはら

施設名
ひだまり

考道山子育て支援　★ひだまり　　考道山の大黒堂会館２階大広間　　11：00～15：00　　食堂も使用可
　4/5・25・5/11・22・6/7・26・7/5・24・8/23・9/6・10/4・23・11/7・20・12/15

 （横浜市届出済認可外保育施設）　　子育て中のお母さんを応援！
一時保育　月・水・木　18：00～21：00
　　　　　　　第２・４土曜　13：00～19：00

　★託児(一時託児・月極託児)・集団保育　　　　　★公園あそび・サロン・親子学級など(有料)

　　　保育園
※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。

　★スカイクラブ　毎年6月～12月までの7か月間の会員制クラブ
　★フライデイズ（0歳～2歳を対象施設開放）　平成30年 5/11、5/18、5/25、6/8、6/15、7/6、7/13 金曜 10：00～12：00
　　飲食可能、簡単なお茶の用意あり。 大人1人300円(子ども無料)

白楽あいいく保育園 

あおぞら保育園

あおぞら第２保育園
★病後児保育室　さくらんぼ★
　★いちご畑(園庭開放　月～金 9：30～15：00 土曜日は月2回9：30～12：30
　　ランチタイムにお弁当持参OK（11：00～12：30）
　　「お話とあそぼう」おはなしぽけっと　主に第3月曜10:30～11:00（6/11・7/9・9/18）8月休
　★育児相談・各種子育て支援・育児講座などもあり

施設名

★24時間型緊急一時保育園★
　★おひさまひろば園庭開放　月～金9：30～16：00　お弁当持ってきて食べて良いよ（11：30～12：30）
　　育児相談随時。赤ちゃんの駅　授乳、おむつ交換できます。
　★地域いっしょにあそぼ！会（０歳児）（１歳児）（２歳児）（３歳児）（４歳児）（５歳児）それぞれあり　雨天中止
　★育児講座（こどもの病気とケガ、クッキング、など）は事前申込制
　★お楽しみ会、夏季のプール開放なども

施設名

施設名

施設名

主な活動場所
神大寺地区センター、片倉うさぎ山公園、岸根公園、ログハウス

横浜市乳幼児一時預かり事業

白幡フレール保育園

保育園

　★園庭開放 原則木曜 時間変更あり要申込
　★育児相談　毎週水曜13:30～17:00要申込
　★一時保育、育児講座（年３回）　要予約

施設名

★園庭開放　水・木曜9：30～11：30（4月・7月・8月、行事前除）
　7/5交流保育、7/13・10/12講座　要予約

園庭遊び　月曜・木曜　13：00～16：00　不定期開催有

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

・六角橋公園プール

白幡仲町公園プール

篠原園地プール

・かめっ子開催時の水遊び

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
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