
月 火 水 木 金 土 日 

    1  

♥園庭開放(羽坂) 
 

2 3 

4 
♥園庭開放 

(兵庫くすのき・羽坂) 

5 ★なかよしひろば（中道） 
◆入江子育てサロン 
♥園庭開放(兵庫くすのき・羽坂) 
♥マジックショー(羽坂) 
♥みんなの幼稚園(兵庫くすのき) 

6 
★なかよしひろば(兵庫) 
♥園庭開放(兵庫くすのき・ 
神港みどり・羽坂) 

7  
♥園庭開放 
(兵庫くすのき・ 
神港みどり･羽坂･ 
ルンビニー) 

8 
★なかよしひろば(兵庫・中道) 
♥園庭開放(兵庫くすのき・ 

神港みどり・羽坂) 
 

9 10  
 

11 
♥園庭開放(神港みどり・
兵庫くすのき･羽坂) 
♥親子あそびと園庭開放 

(モーツァルト兵庫) 
◆ひよっこクラブ 
ゆうゆう広場〈北部参照〉 

12  
★なかよしひろば（中道） 
♥園庭開放(兵庫くすのき・羽坂) 

13 
★なかよしひろば(兵庫) 
♥園庭開放 

(兵庫くすのき・羽坂) 

14 
♥園庭開放 
(兵庫くすのき･ 

羽坂) 

15  
★なかよしひろば（兵庫・中道） 
♥園庭開放(羽坂･兵庫くすのき) 
♥さくらんぼクラブ(兵庫くすのき) 
ふわふわ兵庫（コープ兵庫） 

16 17 
★パパ 
なかよし
ひろば 
(中道) 

18 敬老の日 19  
★なかよしひろば（中道） 
♥園庭開放(兵庫くすのき・羽坂 
大慈ひょうご) 

◆川池子育てサロン 
◆水木子育てサロン 

20 
★なかよしひろば(兵庫) 
♥園庭開放 

(兵庫くすのき・羽坂) 
ひだまりっこ(ひだまりの木) 

21  
♥園庭開放 
(ルンビニー・ 
大慈ひょうご・ 
兵庫くすのき・ 
羽坂) 

22 
★なかよしひろば（兵庫・中道） 
♥園庭開放(兵庫くすのき・羽坂) 
♥みんなの幼稚園(兵庫くすのき) 

23 
秋分の日 
会下山 
プレー 
パーク 

24 

25 
♥園庭開放 

(兵庫くすのき・羽坂) 
ゆうゆう広場〈北部参照〉 
ひだまりサロン〈1面参照〉 

26 
★なかよしひろば（中道） 
♥園庭開放(大慈ひょうご・ 

兵庫くすのき・羽坂) 

27 
★なかよしひろば(兵庫) 
♥園庭開放 

(兵庫くすのき・羽坂) 

28 
♥園庭開放 

(大慈ひょうご･ 
羽坂･兵庫くすのき) 

29 
★なかよしひろば（兵庫・中道） 
♥園庭開放(羽坂) 
♥みんなの幼稚園(兵庫くすのき) 

30  

                                                              

 
 

 

 

 

名 称 場 所 曜 日 時 間 内 容 ・ そ の 他  問い合わせ先 住 所 

児童館 
なかよし 
ひろば 

(おべんとうひろば 
12:00～12:30) 
兵庫は 11:45～ 

兵庫児童館 毎水金＊ 9:30～12:30 

13 (水)・20 (水)赤ちゃんタイム 27 (水)あそびのプログラム(地
域子育て支援センター・兵庫区まち育てサポーター) 
29 (金)歯科健康教室(歯科衛生士) それ以外の日は 1歳児タ
イム  いずれも 10：30～ 詳細は HPにて  ＊1(金)は休み 

576-4072 駅前通４-３-６ 

中道児童館 毎火金＊ 9:30～12:30 

＊1 (金)は休み 
火曜日11：15～赤ちゃんタイム 金曜日11：15～1歳児タイム 
17 (日)10：00～「パパなかよしひろば」パパもママもどうぞ！ 
自由あそび・簡単プログラム(おべんとうひろばなし) 

577-4599 中道通４-２-９ 

園

庭

開

放
 

大慈ひょうご 
幼保連携型認定こども園 

第3･4 
火・木 

10:00～11:30  671-0173 東出町２-１２-９ 

羽坂保育所 毎月～金 10:00～11:30 5 (火)10：00～ふれあい会「マジックショー」要申込前日まで 575-5790 羽坂通４-１-１ 

ルンビニー愛児園 毎木＊ 10:00～11:30 ＊14 (木)・28 (木)は休み 577-1598 中道通９-１-８ 

幼保連携型認定こども園 

モーツァルト 
兵庫こども園 

不定期 10:00～11:30 

毎週開放あり。日程は園の掲示板または問い合わせ。 
定員 5名要申込  園内見学は随時。（時間：10:00～、
10:30～）行事などの見学も可。詳細は問い合わせ。要予約 
11 (月)10：30～親子遊びと園庭開放要申込 8 (金)まで 

575-6666 大開通１０-１-４ 

幼保連携型認定こども園 

神港みどり幼稚園 不定期 9：00～11：00 6 (水)・7 (木)・8 (金)・11 (月)   521-1834 会下山町２-５-３２ 

兵庫くすのき 

幼稚園 

月火木金＊ 14:00～16:00 
＊1 (金)・29 (金)は休み 

575-4774 永沢町３-７-１２ 

水曜のみ 12:00～14:00 

みんなの幼稚園 
5(火) 

22･29 (金) 

10:00～11:30 

内容：親子遊び、製作、運動遊びなど 

持ち物：上靴、水筒、手・汗拭きタオル、着替えなど 

さくらんぼクラブ 15 (金) 

対象：3歳児(H.25.4.2～H.26.4.1生まれ) 
内容：手遊び､仲良し遊び､製作遊び等。30分程度保護者 
の方と離れて遊びます。持ち物：上靴､水筒､汗拭きタオル、 
着替えなど。要当日申込 

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 ミニ音楽会 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 音楽あそび 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 人形げき（おまけのおまけ劇団）   持ち物：お茶、ハンカチ 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 おはなしの会・お月見だんご 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 第４土 10:00～15:00 
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 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。 367-3562 

新開地3－1－22 
神戸サンクレバー１F 

 

中部 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。 

 

 

●子育てひろばの内容とその他の情報● （＊…日付・時間等に変更あり） 

★…児童館  ◆…子育てサロン 

♥…保育所・保育園・幼稚園・認定こども園 


