
月 火 水 木 金 土 日 
    

 
1 ★なかよしひろば 

(雪御所・夢野) 
♥園庭開放(平野) 
◆夢の輪子育て広場 
園庭開放(愛信学園) 

2 3 

4  
★なかよしひろば(平野)  
★子育てサークル 
「はんどめいどママ」 

♥園庭開放(平野・宝地院) 

5  
♥わくわく大同(大同) 
★なかよしひろば(雪御所･湊川) 
♥園庭開放（平野・石井） 
◆熊野子育てサロン  

6 ★なかよしひろば 
(平野・湊川・夢野・雪御所） 

♥園庭開放(ゆりかご・大同・平野) 
♥体育あそび (湊川) 
♥絵本の読みきかせ(宝地院) 

7 
★なかよしひろば(湊川) 
♥園庭開放(宝地院・平野) 
♥どろんこあそび(ゆりかご) 
◆菊水子育てサロン                                        

8  
★なかよしひろば 

(雪御所・平野・夢野) 
園庭開放(愛信学園) 
♥園庭開放(平野) 

9 
 

10 
 

11  
★なかよしひろば(平野)  
♥園庭開放(平野) 
♥クラスに入って遊ぼう(宝地院) 
ゆうゆう広場(夢野こどもホーム) 

12  
♥わくわく大同(大同) 
★なかよしひろば(雪御所・湊川) 
♥園庭開放(平野・石井) 

13  
★なかよしひろば 

(平野・湊川・夢野・雪御所） 
♥園庭開放（ゆりかご・大同・平野） 

14 
★なかよしひろば(湊川) 
♥園庭開放(宝地院・平野) 
♥敬老の日を祝う会(宝地院) 

15 ★なかよしひろば 
(雪御所・平野・夢野) 

園庭開放(愛信学園) 
♥園庭開放(平野) 
◆荒田子育てサロン 
◆ひよどり子育てサロン 
ふわふわ兵庫(コープ兵庫) 

16 
生け花 
教室 
(ひらの 
っ子 

Fステ) 

17 

18 敬老の日 19  
★おはなしの会(雪御所) 
★なかよしひろば(雪御所・湊川) 
♥園庭開放（平野・宝地院） 

20  
★なかよしひろば 

(湊川・夢野・雪御所) 
♥園庭開放(大同・平野) 

21 
★なかよしひろば(湊川) 
♥園庭開放（宝地院・平野） 
♥テラスでおままごと(ゆりかご) 

22 ★なかよしひろば 
(雪御所・平野・夢野) 

園庭開放(愛信学園) 
♥園庭開放(平野) 

23  
秋分 
の日 

24 

25 ★なかよしひろば(平野)  
♥園庭開放(平野) 
♥屋上で遊ぼう(宝地院) 
ゆうゆう広場(夢野こどもホーム) 
ひだまりサロン〈1面参照〉 

26  
★なかよしひろば(雪御所･湊川) 
♥園庭開放(平野) 
♥わくわく大同(大同) 

27  
★なかよしひろば 

(平野･湊川・夢野・雪御所) 
♥園庭開放(ゆりかご・大同・平野) 

28 
★なかよしひろば(湊川) 
♥園庭開放 
（宝地院・平野） 

♥造形あそび(湊川) 

29  
★なかよしひろば 

(雪御所・平野・夢野) 
園庭開放(愛信学園) 
♥園庭開放(平野) 

30  

 

0 

 

 

※行事の開催日時など変更になる場合があります。 

 

 

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

児童館 
なかよし 
ひろば 

 
※おべんとう 
ひろば 

12:00～13:00 
湊川は 
～12:30 

雪御所児童館 毎 
火水金＊ 

10：00～13：00 
4 (月) 10：00～子育てサークル｢はんどめいどママ｣  
19 (火)15：40～おはなしの会 当日申込  

521-7602 雪御所町1-8 

平野児童館 
毎 

月水金＊ 10：00～13：00 
11 (月)・13 (水)・15 (金)10：00～11：30敬老プレゼント工作(各日内容同じ。
都合のよい時間に。)   ＊1(金)・20(水)は休み 

371-6167 下祇園町6-22 

夢野児童館 
毎 
水金 9：30～12：30 

8 (金)10：30～とことこクラブ 対象：１歳児 「ボールあそび」 
13 (水)10：30～だっこでお話(兵庫図書館) 

531-2198 湊川町7-6-5 

湊川児童館 

毎 
火水木 

(週3回に 
なりました) 

9：30～12：30 

5 (火)･6 (水)工作(マラカス作り)・音楽あそび  12 (火)赤ちゃんタイム 
13 (水)おしゃべりタイム 19 (火)1歳児タイム(秋のミニまつり)     
20 (水)おはなし遊び(エプロンシアター)   26 (火)お誕生会・身体測定   
27 (水)くれよんさんのおはなし会  28(木)ママのためのヨガ教室(託児付き・
要申込)    時間はいずれも11：15～ 

521-9115 東山町4-20-1 

園

 

庭

 

開

 

放

 

幼保連携型 
  認定こども園 
ゆりかごこども園 

毎水・木＊ 10：30～11：30 

＊14 (木)・20 (水)・28 (木)は休み 
7 (木)10：30～どろんこあそび要申込4 (月)まで 持ち物：帽子､タオル､水筒 
汚れてもよい服装で。  21 (木)掘り込みのテラスでおままごと要申込19 (火)まで 
持ち物：帽子、タオル、水筒 

521-1122 氷室町2-14-1 

平野保育所 毎月～金 10：00～11：30 運動会の練習・リハーサルのため、使用してもらえる場所が狭くなることあり。 341-5348 下祇園町6-24 

幼保連携型 
  認定こども園 
大同保育園 

毎水 10：00～11：30 育児相談あり   
521-5081 大同町2-2-16 

わくわく大同 5日(火) 11：00～英語あそび 12 (火)10：00～絵本よみきかせ  26 (火)10：00～フラワーアレンジメ
ント 参加費300円、子どもは同室で保育 要申込22 (金)まで 持ち物：花ばさみ(あれば) 

幼保連携型 
  認定こども園 
宝地院保育園 

第１・３月･
毎木＊ 10：30～11：30 

＊19 (火)もあり 
6 (水)10：15～絵本の読みきかせ (4(月)までに申込み) 
11 (月)10：00～クラスに入って遊ぼう(8(金)までに申込み） 
14 (木)10：30～敬老の日を祝う会｢ミニコンサート｣(12(火)までに申込み) 
25月)10：00～屋上で遊ぼう（22(金)までに申込み） 

要申込 
511-0167 
Fax 
511ｰ3789 

荒田町3-17-1 

湊川保育園 随時 相談に応じます 
6 (水)10：00～体育あそび 持ち物：動きやすい服、靴 要申込 

見学、参加を希望の方はお問合せください。 
28 (木)10：00～造形あそび 持ち物：汚れてもよい服 要申込 

521-4363 湊川町9-2-16 

たちえ幼稚園 不定期＊ 10：00～11：30 
＊今月は休み 
6 (水)・27 (水)10：00～パンダ組（親子クラス） 要申込1 (金)まで 
参加費500円 持ち物：お茶、タオル、帽子 9/27はイベント予定｡別途問合せ 

531-2000 菊水町10-39-25 

石井幼稚園 不定期 10：30～12：00 5（火）・12 (火)持ち物：手拭きタオル､水筒など 521-4485 都由乃町1-1-11 
神戸夢野幼稚園 第1･3月＊ 10：30～12：00 ＊今月は休み 511-8837 東山町4-20 

愛信学園 

毎金 10：00～12：00  

341-8934 

馬場町7-14 
プレイルーム
開放・ 

かえっこ遊び 
右に記載 

月･火･木･金13：00～14：30､水14：00～15：30､土･日15：00～17：00左記時間
内に心理士による子育て相談実施 要事前予約 

下祇園町20-12 
(平野商店街内) 

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 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
＊ 

10：00～12：00 
内容により10：30～ 

16 (土)13：00～ 親子度楽しめる生け花教室です。お気に入りのお花をかわい
く飾ってみませんか？敬老の日のプレゼントにもどうですか？要申込定員(親子
20名)になり次第しめ切り。   ＊今月の平野子育てサロンは休み。 

夢の輪 
子育て広場 夢野児童館 第１金 10：30～11：30 お母さんのおしゃべりタイム  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 もしものとき、どうしますか？「救急救命法」 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 親子おんがく遊び(るんるんパネラー) 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 

お月見団子をつくろう～ミニクッキング～要申込℡：531-4903 
持ち物：エプロン、三角巾、手拭き、参加費(1家族100円) 

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 10：00～11：30 自由遊び 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 未就園児親子の皆様に地域交流室を開放 511-3445 夢野町4-3-13 
 

（＊…日付・時間等に変更あり） 

ふらっとイケるお楽しみカレンダー 【対象：乳幼児の親子】 

●子育てひろばの内容とその他の情報● 

北部 

★…児童館 ◆…子育てサロン 
♥…保育所・保育園・幼稚園・認定こども園 

 


