
 

 月 火 水 木 金 土 日 
 1 

★なかよしひろば 
（雪御所・湊川） 

◆熊野子育てサロン 
♥園庭開放 

(平野・羽坂・松原･運南) 

2 
★なかよしひろば 
（雪御所･夢野・湊川） 

♥園庭開放（ゆりかご･大同・ 
平野･羽坂･松原･御崎） 

♥制作(神徳館) 
ハートンママカフェ 

(湊山地域福祉センター) 

3 
♥園庭開放 

(ゆりかご･宝地院･平野･ 
羽坂･松原･運南) 

ハートンママカフェ 
(中道地域福祉センター) 

4 
★なかよしひろば 

（雪御所・夢野） 
園庭開放（愛信学園） 
♥ゆめの夏祭り（神戸夢野） 
♥園庭開放 

(平野･羽坂･松原) 
◆明親子育てサロン 

5 
★なつまつり 

(兵庫) 
ハートン 
ママカフェ 

(和田岬地域 
福祉センター) 

6 

7 
◆ひよっこクラブ 
ゆうゆう広場 
（夢野 
こどもホーム） 

♥園庭開放(平野･ 
宝地院･羽坂･ 
松原) 

8 
★なかよしひろば 
（雪御所・湊川） 

♥園庭開放 
(平野・羽坂･松原･運南) 

ふれあいこども喫茶スマイル 
(夢野ハイタウン 1号棟) 

9 
★なかよしひろば 

(雪御所･夢野・湊川) 
♥園庭開放（ゆりかご･大同・ 
平野･羽坂･松原･小河･御崎） 

♥水遊び(神徳館) 
ハートンママカフェ(平野会館) 

10   
♥園庭開放 

(ゆりかご･宝地院･平野･ 
ルンビニー･大慈ひょうご･ 
羽坂･松原･小河･運南) 

11 山の日 12 
♥園庭開放 
（ちびくろ） 
◆ひらのっ子カ
フェ＆バザー 
（ひらのっ子 F
ステ） 

13 

14 
♥園庭開放 

(平野･羽坂･ 
松原･小河) 

15 
★なかよしひろば 
（雪御所・湊川・御崎） 

♥園庭開放 
(平野・羽坂・松原･ 

小河･運南) 

16 
★なかよしひろば 

(雪御所･夢野・湊川) 
♥園庭開放 

(ゆりかご･平野･羽坂･松原･小河) 
♥シャボン玉 (神徳館) 

17 
♥園庭開放 

(ゆりかご･宝地院･平野･ 
ルンビニー･羽坂･松原･ 
小河･運南) 

18 
★なかよしひろば 
（雪御所・夢野・御崎） 
園庭開放(愛信学園) 
♥園庭開放 

(平野･羽坂･松原･小河) 
◆ひよどり子育てサロン 
◆荒田子育てサロン 

19 20 

21 
ゆうゆう広場 
（夢野 
こどもホーム） 

♥園庭開放 
(平野･宝地院･ 
羽坂･松原･小河 
兵庫くすのき) 

22 
★なかよしひろば 
（雪御所・湊川・御崎） 

♥園庭開放(平野・羽坂・ 
兵庫くすのき･松原･小河･ 
大慈ひょうご･運南) 

◆平野子育てサロン 
（ひらのっ子 Fステ） 

ハートンママカフェ 
  (水木地域福祉センター) 

23 
★なかよしひろば 

(雪御所･夢野・湊川) 
♥園庭開放(ゆりかご･大同･平野･ 
羽坂･兵庫くすのき･松原･ 
小河･御崎・神徳館） 

地蔵盆・夏祭り(愛信学園) 
ハートンママカフェ 

(夢野地区地域福祉センター) 

24 
★なつまつり(松原) 
♥園庭開放(ゆりかご･平野･ 
宝地院･ルンビニー･羽坂･ 
大慈ひょうご･兵庫くすのき･ 
松原･小河･運南) 

♥盆おどり(宝地院) 
地蔵盆・夏祭り(愛信学園) 
♥造形指導(湊川) 

25 
★なかよしひろば 

(雪御所・夢野･御崎) 
園庭開放(愛信学園) 
♥園庭開放 

(平野･兵庫くすのき･ 
羽坂･松原･小河) 

♥夏まつり(御崎・運南) 

26 
♥園庭開放 
（ちびくろ） 

27 
兵庫駅 
南公園 
こども 
フェスタ 
(会下山 
プレーパ
ーク) 

28 
♥園庭開放 

(平野･宝地院･ 
羽坂･松原･小河･ 
兵庫くすのき) 

29 
★なかよしひろば 
（雪御所・湊川） 

♥園庭開放(平野･羽坂・松原･
兵庫くすのき･小河･運南) 

30 
★なかよしひろば 

(雪御所･夢野・湊川) 
♥園庭開放（ゆりかご･大同・ 
平野･羽坂･松原･小河･御崎） 

♥表現あそび(神徳館) 

31 
♥園庭開放 

(ゆりかご･宝地院･平野･ 
ルンビニー･羽坂･松原･ 
小河･運南) 

   

 

名 称  場 所  曜 日  時 間  内 容 ・ そ の 他  問合せ先 住 所  

平野 
子育てサロン 

ひらのっ子 
ファミリー 
ステーション 

毎日 10:00～11:30 オープンスペース（10時～14時）催しプログラム 

371-4351 下祇園町37-9 第2・4火 
＊ 

＊7/11(火)･25(火)・8/22(火)10：30～絵本読み聞かせ11：00～ティーブレイク(お茶代
100円)  7/29(土 )13：00～親子でクッキング  参加費100円要申込7/24まで 
7/1(土 )11：00～13：00ひらのっ子カフェ (児童館の子どもたちによる喫茶 )  
8/12(土)13：00～16：00ひらのっ子カフェ&バザー(子どもの喫茶や手作り小物､お母
さんによるバザー) 

夢の輪子育て広場 夢野児童館 第１金＊ 10:30～11:30 7月 親子あそび ＊8月は休み。 531-2198 湊川町7-6-5 

熊野子育てサロン 熊野地域福祉センター 第1火 10:00～11:30 
「交通安全教室」 ”けんちゃんもくるよ!!” 
8月 すずしいお部屋で自由に遊んでください 

521-4567 熊野町3-12-18 

菊水子育てサロン 菊水地域福祉センター 第１木＊ 10:00～11:30 
＊7月は 27日(木)プールあそび  持ち物：水着または水遊び用オム
ツ、タオル  ＊8月は休み 

521-6953 菊水町2丁目1-2 

ひよどり子育てサロン 
ひよどり 

地域福祉センター 
第3金 10:00～11:30 

7月 ３B体操～親子で１・２・３～ 
動きやすい服装で。持ち物：子どもの飲み物  

8月 ゆっくりと くつろぎタイム (保育士さんもいます) おやつ持参 OK 
521-6914 菊水町10-12-1 

荒田子育てサロン 荒田地域福祉センター 第3金 10:00～1130 7月 消防署による救命講習    8月 自由あそび 575-7056 
荒田町2-19-1 
（荒田公園内） 

ゆうゆう広場 夢野こどもホーム 第2･4月＊ 10:00～11:30 ＊8月は 7日と 21日 511-3445 夢野町4-3-13 

ひよっこクラブ 
兵庫大開 

地域福祉センター 
第２月＊ 10:00～12:00 

7月 プール遊び 
＊8月は 7日(月)  
プール遊び 

持ち物：水着、着替え服、プール用オムツ等 
雨天等プールができない時は内容変更 

576-1686 永沢町４-４-２８ 

川池子育てサロン 川池地域福祉センター 第３火＊ 10:00～11:30 7月 親子あそび  ＊8月は休み。 512-2550 松本通５-２-６ 

入江子育てサロン 入江地域福祉センター 第１火＊ 10:00～11:30 7月 七夕飾りを作ろう  持ち物：お茶、お手ふきタオル＊8月は休み。 682-8919 西出町１-１９-３ 

水木子育てサロン 水木地域福祉センター 第３火＊ 10:00～11:30 7月 「夏祭りの縁日」カキ氷・的あて   ＊8月は休み。 578-4007 駅前通3-2-26 
兵庫駅前住宅1階 

会下山プレーパーク 
会下山公園 

(8月は兵庫駅南公園) 
第４土* 10:00～15:00 

7 月 シャボン玉､クラフト､泥んこ遊び､昔遊び､ハンモック､秘密基地など 
持ち物：飲み物､タオル､着替え   

＊8月は 27日(日)10：00～15：00 ｢兵庫駅南公園こどもフェスタ｣ 
出張 会下山プレーパーク､流しそうめん､青空図書館､公園のベンチ
づくりなど 食材費：100円 持ち物：飲み物､タオル､着替え 
 
持ち物：飲み物、タオル、着替え 

531-7296 
会下山公園 
三角屋根の下 

 ひだまりっこ 
放課後等デイサービス 

ひだまりの木 
第３水＊ 10:00～12:00 

手遊び､読み聞かせ､ペープサートなどのプログラム有り｡時間内は出入り
自由  ＊8月は休み。 

367-3562 
新開地3－1－22 
神戸サンクレバー１F 

浜山子育てサロン 浜山地域福祉センター 第２火＊ 10:00～11:30 
7月 パステルアート（指で絵をかきます） 汚れてもよい服装で。 
＊8月は休み。 

651‐4862 御崎町 1-2-4 

明親子育てサロン 明親地域福祉センター 第２金 10:00～11:30 
7月 健康教育～乳幼児の生活リズムを大切に～ 
＊8月は 4日(金)です。 「まちの子育てひろば～親子あそび～」 

672‐1416 須佐野通4-1-43 

和田岬子育てサロン 和田岬地域福祉センター 第３水＊ 10:00～11:30 7月 すとろべりーじゃむと遊ぼう ＊8月は休み。 652‐3633 浜山通 1-1-5 

 

 

●子育てサロン等の情報（7・8月）● 

ふらっとイケるお楽しみカレンダー 【対象：乳幼児の親子】 ※行事の開催日時など変更になる場合があります。 

 

 

（＊…日付・時間等に変更あり） 

◎「ふれあいこども喫茶すまいる」 

毎月第2火曜日 14:00～16:30 夢野ハイタウン１号棟  
 

★…児童館 ◆…子育てサロン 

♥…保育所・保育園・幼稚園・認定こども園 

 


