かなーちえ神奈川区地域別子育て情報カレンダー

Ｅ．神之木地域

（作成・発行

地域子育て支援拠点 かなーちえ ℡441-3901）

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。

201９年度版

該当地域；松見町、西寺尾１～４丁目、神之木町、神之木台、大口仲町、大口通、西大口、七島町

日

第
１
週

月

火

水

木

金

松見保育園(雨天中止)

松見保育園(雨天中止)

松見保育園(雨天中止)

松見保育園(雨天中止)

松見保育園(雨天中止)

8：30～13：30

8：30～13：30

8：30～13：30

8：30～13：30

8：30～13：30

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

神ノ木保育園
9：30～11：30

神之木・入江２
神之木地区センター
10：00～11：00（８・１月休）

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

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）

神之木地区センター
10：00～12：00

松見町４丁目会館
10：00～12：00

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00
日産ウェルフェア横浜
10：00～12：00
新子安地域ケアプラザ
10：00～12：00

松見保育園(雨天中止)

第
２
週

松見保育園(雨天中止)

松見保育園(雨天中止)

8：30～13：30

8：30～13：30

8：30～13：30

8：30～13：30

8：30～13：30

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

神ノ木保育園
9：30～11：30
聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

松見第３
松見町4丁目会館
10：00～12：00

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

神之木地区センター
10：00～12：00

松見町４丁目会館
10：00～12：00

浦島丘中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月・8月休）

もっと外で遊びタイム
西寺尾の丘公園
10：30～12：00
雨天中止

大口・七島
大口通本町会館
10：00～11：00(8月休)
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)

西寺尾保育園
・園庭開放 9：30～11：00
事前連絡要（401-0953）
・子育て相談
第2・第4木曜（事前予約）
・育児講座等もあり

日産ウェルフェア横浜
10：00～12：00
新子安地域ケアプラザ
10：00～12：00

松見保育園(雨天中止)

神之木地区センター
おはなし会＊おはなしのとびら
11：00～11：30
5/16・7/11・10/17・12/12・3/12

松見保育園(雨天中止)

8：30～13：30

8：30～13：30

8：30～13：30

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

神ノ木保育園
9：30～11：30

大口・七島

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

大口仲町第2親和会会館
10：00～15：00（12/11）

松見みはらし公園
10：00～12：00
雨天時てんこもりのわ

松見保育園(雨天中止)

松見第１
松見町１丁目町内会館
13：00～15：00
(1月は24日のみ）
12/13のみ松見集会所（12月
は13日のみ）

松見第２
松見町2丁目
西部町内会館
13：00～15：00

松見保育園(雨天中止)

松見保育園(雨天中止)

8：30～13：30

8：30～13：30

ひびき保育園
13：30～14：45 変則有
聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

松見保育園(雨天中止)

松見保育園(雨天中止)

松見保育園(雨天中止)

松見保育園(雨天中止)

8：30～13：30

8：30～13：30

8：30～13：30

8：30～13：30

8：30～13：30

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

神ノ木保育園
9：30～11：30
聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

松見
松見2丁目
西部町内会館
10：00～11：00（8月休）

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

白幡保育園
9：30～11：00
聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

神奈川中学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）
最終火曜（4/23・12/24・3/24）
10：30～11：30

神之木地区センター
10：00～12：00
メガロス神奈川
ランチ会 （お弁当持参）
12：15～13：30

太陽の子新子安保育園
お誕生日会
（事前予約）
9：40～10：20 6/29・7/6・
8/24・9/21・10/26・11/30・
12/21・1/7・2/1・3/1

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月休）

日産ウェルフェア横浜
10：00～12：00
新子安地域ケアプラザ
10：00～12：00
西寺尾
西寺尾第３自治会館
10：00～11：00
（10/29） 8月休

ひびき保育園
・園庭開放
13：45～14：45 （申込不要）
5/23・6/13・27・7/18・25・
8/29・9/12・10/17・11/7・
14・1/23・2/13
・育児講座等もあり

松見町４丁目会館
10：00～12：00

新子安（2会場同時開催）

地区センター休館日の遊び場

大口台小学校内ぱれっと
親子のひろば
10：00～12：00
月一回木曜・年6回予定

聖徳保育園
11：00～12：00
14：30～16：00

日産ウェルフェア横浜
10：00～12：00
新子安地域ケアプラザ
10：00～12：00
西寺尾 (8月休）
西寺尾ラ・クラッセ
10：00～12：00 100円

神之木地域ケアプラザ
おやこふりーすぺーす
10：00～12：00

松見保育園
土曜日の園庭開放
10：00～12：00
4/20・5/11・18・6/1・15・
7/6・20・8/3・17・9/7・21・
10/12・19・11/2・16・12/14・
21・1/4・18・2/1・15・3/7・21

子安・入江
入江中部町内会館
10：00～12：00(12/2)

松見保育園(雨天中止)

松見保育園(雨天中止)

第
４
週

神之木地域ケアプラザ
絵本の読み聞かせ
あおむしくん
10：30～11：00
（例外日4/12・5/10・1/10）

松見第２
松見町2丁目西部町内会館
13：00～15：00
(1月は15日のみ)

松見保育園(雨天中止)

神之木・西寺尾
神之木町町内会館
11：00～15：00 100円

第
３
週

土

神之木地区センター
10：00～12：00

松見町４丁目会館
10：00～12：00
松見第１
松見町１丁目町内会館
13：00～15：00
(1月は24日のみ）
12月は13日のみ。松見集会所

神之木地区センター
親子でワッと遊ぼう
10：00～11：30 参加費100円
5/28・8/27・11/26・1/28
（不定期第4火曜）

白幡保育園
・園庭開放
第2・4金曜9：30～11：00
・ほっとRoom（事前連絡）
第2・4火曜 15：30～16：00

神之木・西寺尾
神之木町町内会館
11：00～15：00

◆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。

11
34松見第３

ブライト保育園横浜松見町

西寺尾の丘公園

35松見みはらし公園

4

銀嶺幼稚園

西寺尾

西寺尾保育園

松見 10 33松見第２

32松見第１

神ノ木保育園

松見保育園 ひびき保育園

37西寺尾

グローバルキッズ大口園

5 5 神之木・入江２
SKY KID保育園
キッズパートナー妙蓮寺

大口・七島

神之木地区センター
神之木地域ケアプラザ

2

横浜大口雲母

きゃんぱす子安台

36神之木・西寺尾

神奈川中学校コミュニティハウス

新子安・子安・入江

10 7

入江町保育園

白幡向町

打越公園

白幡保育園

京浜横浜幼稚園
京浜保育園パステル

白幡仲町

日産ウェルフェア横浜
メガロス神奈川
ゆうゆうきっず横浜

29大口・七島

31新子安

グローバルキッズ
新子安保育園
ゆうゆうきっず新子安

2

聖徳保育園
新子安地域ケアプラザ
白幡南町

浦島丘中学校コミュニティハウス 30子安・入江

13 白幡・浦島丘

Ｅ．神之木

なないろきっと

31新子安

一之宮幼稚園

太陽の子新子安保育園

Ｅ．神之木

２０１９年度

＜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

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。
No
地区名
２９ 大口・七島
３０ 子安・入江
３１ 新子安
３２ 松見第1
３３ 松見第2
３４ 松見第3
松見みはらし公園
３５
（雨天時）
３６ 神之木・西寺尾
３７ 西寺尾

場所
大口仲町第2親和会会館
入江中部町内会館
新子安地域ケアプラザ
日産ウェルフェア
松見町1丁目町内会館
松見集会所
松見町2丁目西部町内会館
松見町4丁目会館
松見みはらし公園
地域の居場所「てんこもりのわ」
神之木町町内会館
西寺尾ラ・クラッセ 4階集会所

住所
大口仲町5
入江1-6-26
新子安1-2-4
新子安1-37
松見1-11-2
松見町1-10-1
松見町2-371-15
松見町4-1101-30
松見町3-891
松見町3-940-8
神之木町13
西寺尾3-25-19

開催日など（定例外）
第3水曜10-15(12/11)
第2金曜10-12（12/1）
第3水曜10-12 8月休
<同時開催>
第2・4金曜13-15(1月は24日のみ）
12/13のみ（12月は13日のみ）
第1・3水曜13-15(1月は15日のみ)
第2水曜10-12

利用料

第3月曜10-12
第2・4火曜11-15
第3火曜10-12

100円/親子

100円

子育て支援日
＜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
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。
毎週火曜10-12、祝日・お盆・年末年始休
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
毎週木曜10-12、祝日・お盆・年末年始休
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
毎週火曜10-12、祝日・お盆・年末年始休
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
毎週金曜10-12、祝日・お盆・年末年始休
１１ 松見町４丁目町内会館
松見町４丁目町内会館
松見町4-1101-30
赤ちゃん学級
＜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
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。赤ちゃん学級は１会場を選んでご参加ください。
第２火曜10-11 ８月休
２ 大口・七島
大口通本町会館２階
大口通69-１
第４火曜10-11（10/29） ８月休
４ 西寺尾
西寺尾第３自治会館
西寺尾2-30-3
第１水曜10-11（5/8） ８月・１月休
５ 神之木・入江２
神之木地区センター３階和室
神之木町7-1
第１水曜10-11 （5/8） ８月・１月休
７ 新子安・子安・入江
日産ウェルフェア横浜２階和室
新子安1-37
第４水曜10-11 ８月休
１０ 松見
松見町２丁目西部町内会館
松見町2-371-15
第２火曜10-11 ８月休
１３ 白幡・浦島丘
浦島丘中学校コミュニティハウス
白幡東27-1
＜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
もっと外であそびタイム
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
第２金曜10：30～12：00 雨天中止
西寺尾の丘公園
西寺尾2-1503-2
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ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｸﾞﾙｰﾌﾟによる親子向
けプログラムが開催。気軽に出かけてみませんか？
神之木地域ケアプラザ
４３５－２９０６
神之木町7-1
月曜～土曜9：00～21：00
★絵本の読み聞かせ（あおむしくん） 第１金曜日 （4/12・5/10・1/10）10：30～11：00
日曜・祝日9：00～17：00
手遊び・絵本のよみきかせなど 赤ちゃん連れも大歓迎
第4月曜・年末年始休み
★おやこふりーすぺーす 地区センター休館日（概ね第4月曜）10：00～12：00
親子が遊べるように多目的ホールのお部屋を開放しています

神之木地区センター

４３５－１７１２

神之木町7-1

★子育て支援日 毎週木曜10：00～12：00
★親子でワッと遊ぼう！(保育ボランティアこぶし)10：00～11：30 参加費100円
5/28・8/27・11/26・1/28（不定期第4火曜）
★おはなし会（おはなしのとびら） 11：00～11：30 参加費無料
5/16・7/11・10/17・12/12・3/12
★赤ちゃん学級 第1水10：00～11：00（5/8） 8月・1月休み

神奈川中学校ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ

４２１－５９９３

西大口141神奈川中学校内

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（4/23・12/24・3/24）10：30～11：30

浦島丘中学校ｺﾐｭﾆﾃｨﾊｳｽ

４３５-３７４９

白幡東町27-1浦島丘中学校内

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）

大口台小学校ぱれっと

４２１-７８０４

大口仲町４６０大口台小学校内

★親子のひろば （放課後キッズクラブ/NPO夢・とんぼ）
近隣の幼児親子の方むけに“ぱれっと”を開いています。のんびり、ゆったりタイム・・・ どなたでも

月曜～土曜9：00～21：00
日曜・祝日9：00～17：00
第4月曜日・年末年始休み

9：00～21：00
月・木・年末年始休み
9:00～21:00
水･金・年末年始

月一回木曜（年６回変則月有）
10：00～12：00

保育園
※園庭開放などは、保育などの予定により、変更になる場合があります。
松見保育園[育児支援センター園] ４３２－６６３５
松見町1-28-4
リズム交流、交流保育、ランチ交流、育児講座もあります
★園庭開放（こそだてひろば）月曜～金曜8：30～13：30 雨天中止
おべんとうひろば （11：30頃～園庭でお弁当が食べられます）
誕生会（毎月、第３金曜 11：00頃～（手形取り、身体計測ができます、お誕生月でなくても参加できます）
★土曜日の園庭開放 10：00～12：00
4/20・5/11・18・6/1・15・7/6・20・8/3・17・9/7・21・10/12・19・11/2・16・12/14・21・1/4・18・2/1・15・3/7・21
★育児相談 月曜～金曜（9：30～16：00）電話相談も受付（432-6635）

ひびき保育園

７１８－５６７１

松見町1-10-3

★園庭開放 13：45～14：45 申込み不要 5/23・6/13・27・7/18・25・8/29・9/12・10/17・11/7・14・1/23・2/13
★育児講座 13：45～14：45（事前申込み） 6/6刺さない優しい小児はり 7/11おいしく食べよう楽しく食べよう！
9/5つくって遊ぼう！
★交流保育 事前申込み ランチ交流9/26（給食費500円/1組・１歳～５歳の親子3組）、一緒に散歩10/24（０歳
～５歳の親子10組）、障害物あそび12/19（０歳～２歳の親子10組）

西寺尾保育園

４０１－０９５３

西寺尾3-22-1

★園庭開放 9：30～11：00 事前連絡要（045-401-0953）
★子育て相談は第2・4木曜日（要予約）
★子育て支援講座の予定あり

聖徳保育園

４３８－２３４３

月・火・木・金曜日 11：00～12：00

14：30～16：00 直接第二園舎受付まで

七島町163

太陽の子新子安保育園

４４４－２１０２

子安通3-341-1クリオ新子安ファースト１階

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

神ノ木保育園

４３１－９３００

★園庭開放（事前予約） 毎週火曜9：30～11：30
★育児講座（電話予約） 10/23 10：00～11：00 どろんこ遊び用園庭

白幡保育園

西寺尾3-2-13
2/18 13：00～14：00 室内

４０１－１２４６

西大口93

★園庭開放 第2・4金曜日 9：30～11：00
★ほっとRoom（事前連絡） 第2・4火曜日 15：30～16：30 保育士による親子のふれあい遊びや季節の企画もあります

■子育てグループ
よつば
チャイルドグロウス

＜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
神ノ木公園集会所
毎週木曜10：30～13：30
新子安地域ケアプラザ
第4月曜10：30～11：30

民間・学齢期からの居場所
メガロス神奈川
（神奈川区と健康経営の協定）

４３０－４３００

入江1-31-11

★地域へのすぺーす開放ランチタイム。持参したお弁当が食べられます。
地域の居場所「てんこもりのわ」
090-8030-5297

松見町3-940-8ライラック荘

★地域サロン（9：00～16：00）利用料１００円/１回 地域の方向けのサロン
★こどもの居場所（16：00～19：00） 主に地域の小中学生向けの居場所 無料

かみのき塾

神之木地域ケアプラザ 多目的ホール 神之木町7-1

★こどもの居場所（学習支援）

概ね小中学生対象 無料

鶴見区 親と子のつどいの広場 kitsch（キッチュ）
鶴見区馬場1-7-8 藤ビル2Ｆ Ａ号 tel 045-716-9949
開館日：月曜日～金曜日 10:00～16:00
利用料：年会費：500円
利用料（共にフリードリンク付）：会員300円/１回 １か月フリーパス1,500円

麦の会・地域訓練会グループスヌーピー

ランチ会 毎月第3木曜 12：15～13：30

毎週木曜 9：00～19：00
毎週第1・3水曜 17：00～19：00

非会員 400円/１回

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。

横浜こぐま園《心臓病とその家族のための自主保育グループ》
横浜聖アンデレ教会会館（三ツ沢下町14-57） https://yokohama-kogumaen.com/
0歳から未就学の心臓病児（保護者付き添い）を対象として、毎週月曜日（祝日除く）10：30～14：00にで自主保育活動をしています。保育料500円/回+月会費600円

