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  ぴよぴよひろば・こっこひろば 

区役所では、対象年齢をわけて、２つの 
ひろばを実施しています。8 月は自由開放の

ひろばになります。 
いっしょに遊びながら、おしゃべりも楽しみ
ましょう! 

兵庫っ子にこにこフェスティバル 
～うたってなかよし！ 

      音とからだであそぼう～ 

日時：9 月 6 日(水) 
午前 10 時～11 時 30 分 

場所：兵庫公会堂(区役所地階)  

対象：生後 3か月からの乳幼児と 

その家族(100組) 
内容：なおちゃん（音泉なおこ氏）による、 

うたや音を使ったふれあい親子あそび 

持ち物：靴を入れる袋 
申込み：電話か FAXで下記まで。 
      8 月 7 日(月)～先着順 
問合せ： 
兵庫区こども家庭支援課こども保健係 

TEL：511-2111(内線 403・404)  
FAX：511-7006 

ぴよぴよひろば 

日時：7 月 13 日(木)・8 月 21 日(月) 
10 時～11 時 30 分 

対象：0 歳～おおむね 1 歳 

こっこひろば 

日時：7 月 13 日(木)・8 月 21 日(月) 

13 時 30 分～15 時 
対象：1 歳以上の未就園児 

場所：いずれも兵庫区役所 別館 4 階 講堂 

※午前7時(ぴよぴよひろば)､午前10時(こっ
こひろば)時点で気象警報等が発令された
場合は中止です。 

問合せ：神戸市地域子育て支援センター兵庫 
℡:682-7830 

子育てふれあい教室 
日時：7月 19日(水)10：30～12：00 
内容：～こころとカラダをときほぐす～ 

夏だ！元気だ！盆踊り 

場所：兵庫勤労市民センター講習室 
対象：概ね 1歳～3歳の子どもと保護者 
問合せ：兵庫区あじさい講座事務室 TEL：576-0938 

参加無料 

プール遊びの約束 
★発熱､下痢､中耳炎､眼病､とびひなど体調不良の時は入
れません。一緒にあそぶ友達にうつることがありますの
で、気をつけましょう。 

★水中の子どもから目を離さないようにしましょう。 
★プールサイドでも、危険のないように気をつけましょう。 
★天候により､中止になる時があるので､はっきりしない時

は事前に確認してください。 

発行・問合せ先… 
神戸市地域子育て支援センター兵庫 

☎ ６８２－７８３０ 

http://www.city.kobe.lg.jp/child/grow

chiiki/hyogo.html 

兵庫区社会福祉協議会（Facebook 有） 

  ☎ ５１１－２１１１ 

http://hyogoku-shakyo.or.jp 

兵庫区まち育てサポーター 

兵庫区こども家庭支援室 

  ☎ ５１２－２５２５ 

http://www.city.kobe.lg.jp/ward/kuya

kusho/hyogo/kosodate/ 

「おててつないで」は各ホームページにも掲載しています。 

コープ子育てひろば  

「ふわふわ兵庫」 

親子でのんびりゆっくり遊びにきませんか？たくさんのお友

だちができるといいですね。 

日時：7月 21 日（金）10：30～12：00   

内容：人形劇「ちゅちゅうまみい」 

対象：未就園児と保護者  参加費：無料  

「ドキドキ ワクワク 楽しい絵本」 

日時：7月 18 日(火)10：30～11：15 
内容：子育てサポーターによるふれあいあそび､絵本など 

対象：未就園児と保護者 参加費：100円要申込 定員：10組 

「親子で Let's go 夏祭り」 

日時：8月 8 日(火)10：30～11：30頃  
内容：ヨーヨーつり､魚つり､的当て､輪投げ､工作など 

対象：1歳～未就園児  参加費：200 円要申込 定員 10 組 
 

いっしょにあそぼ！ぴよぴよひろば 

日時 ： 10月 29日(木) 10時～11時 30分 

場所 ： 兵庫区役所 別館 4階 講堂 

対象 ： 0歳～おおむね 2歳 

 

 

場所：いずれもコープ兵庫２階組合員集会室 
申込・問合せ：第３地区活動本部兵庫事務所 ℡：652-2206 

 

＊＊ 子育てコラム ＊＊ 
木々の緑が目にしみる季節となりました。 

子どもたちも、新しい生活リズムにも慣

れ、汗をかきながら元気いっぱい遊んでいる

姿が見られます。 

今からの時期は、虫取り・水遊びなど、季

節ながらの遊びが沢山楽しめる時期です。 

当園の人気は泥団子作りで、「先生見て、

昨日より大きいのが出来たよ。」「固くしたい

けど、どうしたらいいかな？」など、子ども

たちで工夫したり、競争したりして作ってい

ます。自分たちでルールを作り、小さい子に

作り方を教えることで、自然と思いやりなど

が芽生えてきている姿を見ていると、楽しい

ことは、大人が教えなくても『五感』を働か

せながら、育っていく様子に、そっと見守る

事も大切なことと、改めて感じました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

プール開放情報 保育園・保育所・幼稚園で、プール開放があります。夏の楽しい経験の場として利用してみませんか。 

場 所 プール開放日 時間 持ち物・その他 場 所 プール開放日  時間 持ち物・その他 

平野保育所 
7/18･25(火) 
8/1(火) 

11:00～ 
12:00 

水着(水遊び用パンツ等)､ 
着替え、タオル、水筒 

幼保連携型 
認定こども園 

モーツァルトこども園 
7/13(木) 

10:00～ 
11:00 

要申込 7/7(金)まで 
定員：6 名 (水遊び開放です) 
水遊び用の衣類 幼保連携型 

認定こども園 
大同保育園 

7/21(金)~8/25(金)の
月･水･金 
(8/10~16は休み) 

11:40～ 
12:10 

1 歳児以上の幼児対象｡ 
水着､タオル､水泳帽 

神徳館保育所 
7/4･11･18･25(火) 
8/1(火) 

12:00～ 
13:00 

要申込前日まで(7/18 の申込みは
7/14 まで)水着､タオル､水泳
帽､水筒､ビニール袋､プールバ
ッグ､印鑑(同意書に必要) 水い
ぼ、頭ジラミなど感染症の場合
は入れません｡入水前に体温を
計測します。 

幼保連携型 
認定こども園 
宝地院保育園 

7/12･19･26(水) 
8/2･9(水) 

10:00～ 
11:00 

要申込前週の金曜日まで 
水着(パンツ)、タオル、水筒、 
着替え 

たちえ幼稚園 7/25(火) 
10:00～ 

11:30 

要申込 7/10(月)まで 
水着、水遊びパンツ、水筒、 
タオル、水泳帽 御崎保育所 

7/12･19･26(水) 
8/2･9(水) 

10:00～ 
12:00 

水着、着替え、タオルなど 

神戸夢野 
幼稚園 

7/27(木)･8/2(水) 
10:15～ 
11:30 

当日の朝、体温を測ること｡
水着､タオル､水筒､着替え(必
要時)､ラッシュガード着用を
おすすめ｡雨天中止｡対象：未
就園児とその保護者。※水い
ぼ等のときには入れません｡ 

小河保育所 
7/13(木)･18(火) 

20(木)･25(火) 
27(木) 

11:00～ 
12:00 

水着(水遊び用パンツ)、 
タオル､水筒、着替え 

松原保育所 
7/12･19･26(水) 
8/2(水) 

11:15～ 
12:15 

水着､タオル､水筒､帽子 

運南保育所 

7/13(木)･18(火) 
 20(木)･25(火) 
 27(木) 
8/1(火)･3(木) 
 8(火) 

10:00～ 
11:00 

水着又は水遊び用のパンツ 
(できれば布)､タオル､着替え､ 
水筒 

大慈ひょうご 
幼保連携型 
認定こども園 

7/18(火)・20(木) 
 25(火) 

11:00～ 
11:30 

水着､水泳帽(3 歳以上)､ 
タオル､着替え､ビニール袋 

羽坂保育所 7/25(火)･8/1(火) 
11:30～ 
12:30 

要申込前日まで 
水着又は水遊び用の紙パンツ  

 

兵庫区子育て情報紙 

参加無料 

ハートンママカフェ開催 

乳幼児親子のみなさん！暑い夏の時期に、お近くの涼しい 

会場で「ハートンママカフェ」が開催されますよ！ 

主任児童委員が、みなさんを温かくお迎えします。 

お茶をいただきながら、楽しいひとときを過ごしませんか？  

時間は何れも 10：00～12：00 です。 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ：兵庫区社会福祉協議会 TEL:511-2111 

 月 日 会  場 住  所 

1 7月25日(火) 
入江 

地域福祉センター 
西出町 1 丁目 19－3 

2 8月2日(水) 
湊山 
地域福祉センター 

大同町 2 丁目 2-8 

3 ８月3日(木) 
中道 
地域福祉センター 

中道通 4 丁目 2-8 

4 ８月5日(土) 
和田岬 
地域福祉センター 

浜山通 1 丁目 1-5 

5 ８月9日(水) 平野会館 神田町 11-10 

6 ８月22日(火) 
水木 
地域福祉センター 

駅前通 3 丁目 2-26 

7 ８月23日(水) 
夢野地区 
地域福祉センター 

湊川町 7 丁目 6-5 

 


