
月 火 水 木 金 土 日 

  1  
♥園庭開放 
（松原・小河・御崎） 

♥楽器あそび(神徳館) 

2 
♥園庭開放 
（松原・小河・運南） 
♥おたのしみ会 

(運南) 

3 文化の日 4 5 
 

6   
★なかよしひろば(松原) 
♥園庭開放（松原・小河） 

7  
★なかよしひろば(御崎) 
♥園庭開放 
（松原・小河） 

8  
♥園庭開放 
（松原・小河・神徳館・御
崎） 

9 
♥園庭開放 
（松原・小河・運南） 

10 
★なかよしひろば 
（松原・御崎） 

♥園庭開放（松原・小河） 
◆明親子育てサロン 

11 
♥園庭開放(ちびくろ) 
ちびっ子プレーパーク 
(会下山プレーパーク)
〈中部参照〉 

12 

13  
♥園庭開放（松原・小河） 
ゆうゆう広場〈北部参照〉 

14 
★なかよしひろば(御崎) 
♥園庭開放 
（松原・小河・運南） 

◆浜山子育てサロン 

15 
♥園庭開放 
（松原・小河・御崎） 

♥新聞紙遊び(神徳館) 
◆和田岬子育てサロン 

16 
♥園庭開放 
（松原・小河・運南） 

17   
★なかよしひろば 
（松原・御崎） 

♥園庭開放（松原・小河） 
ふわふわ兵庫(コープ兵庫) 

18  
♥園庭開放(ちびくろ) 

19 

20 
★なかよしひろば(松原) 
♥園庭開放（松原・小河） 

21 
★なかよしひろば(御崎) 
♥園庭開放（松原・小
河） 
 

22  
♥園庭開放 
（松原・小河・御崎） 

♥魚釣り遊び(神徳館) 
♥焼き芋パーティー(運南) 

23 勤労感謝の日 24 
★なかよしひろば 
（松原・御崎） 

♥園庭開放（松原・小河） 

25 
♥園庭開放(ちびくろ) 
会下山プレーパーク 
･サクラの園づくり 
〈中部参照〉 

26 

27 
★なかよしひろば(松原) 
♥園庭開放（松原・小河） 
ゆうゆう広場〈北部参照〉 
ひだまりサロン〈1面参照〉 

28 
★なかよしひろば(御崎) 
♥園庭開放 
（松原・小河・運南） 

29 
♥園庭開放 
（松原・小河・御崎） 

♥ボールプール遊び 
(神徳館) 

30 
♥園庭開放 
（松原・小河・運南） 

   

 

★…児童館 ◆…子育てサロン      

♥…保育所・保育園・幼稚園・認定こども園  

 

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 

12:00～12:30 

松原児童館 毎月金＊ 9:30～12:30 
6 (月)･17 (金)･27 (月)親子あそび  10(金)･24 (金)サーキットあそび   
20 (月)あかちゃんひろば (はいはいしているくらいまでが対象)  
プログラムはいずれも 10：30～ ＊13(月)は小学校代休日のため休み 

651‐5522 松原通 4-2-27  

御崎児童館 毎火金 9:30～12:30 

10(金)乳幼児期の感染症予防・予防接種について知ろう！ 
17(金)わくわく乗り物デー 24(金)なかよしひろばの音楽会♪   
いずれも 10：30～その他毎回プログラムあり｡内容は HPでご覧くださ
い｡ 

651‐5903 御崎町 1-3-2 

園

庭

開

放 

松原保育所 毎月～金 10:00～11:30  651‐5521 松原通 4-2-27 

御崎保育所 毎水 10:00～11:45 11：30～リズム遊び、絵本の読み聞かせがあります。 671‐4000 浜山通 2-2-7 

小河保育所 毎月～金 10:00～11:30  651‐1830 小河通 3-2-14 

運南保育所 毎火・木 10:00～11:30 
2(木)10：00～NPO にこにこ劇場こうべママさんによるおたのしみ会 
要申込〈申込先は 1面参照〉 
2２(水)10：30～焼き芋パーティー 持ち物：お茶、手拭きタオル 

651‐3111 浜中町1-17-11 

神徳館保育所 毎水 10:00～11:30 

1 (水)10：00～楽器あそび要申込 10/30（月）まで  
8 (水)10：00～園庭で自由に遊ぼう 要申込 6（月）まで 運動靴、
動きやすい服装で。 15 (水)10：00～新聞紙遊び 要申込13（月）まで    
22 (水)10：00～魚釣り遊び 要申込 20(月）まで  
29(水)10：00～ボールプール遊び 要申込 27(月）まで 

671‐6442 御崎本町1-1-31  

ちびくろ保育園 
第２・３ 
４土 

9:30～11:00  651‐6151 松原通 4-4-7 

 
聖ミカエル 
兵庫幼稚園 

不定期 10:00～11:30 

2(木)・6(月)・7(火)・8(水)・13(月)・14(火)・15(水)・20(月)・21(火) ・
22(水)10：00～ハトポッポ広場(園庭あそび､体操､製作､おやつなど)
登録予約制  1回 500円 持ち物：水筒､おしぼり､帽子､上靴(子
ども用)親はスリッパ、着替え(必要な方) 対象：2～4歳までの未就
園の親子 要申込  

681‐1304 吉田町 1-1-1 

浜山 
子育てサロン 

浜山 
地域福祉センター 

第２火 10:00～12:00 
ママクッキング～早めのおせち料理～要申込℡：651-4862 まで 
参加費 300円 持ち物：エプロン、三角巾 

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 10:00～12:00 地域子育て支援センターの保育士と遊ぼう！ 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 
ママクッキング～災害時のパッククッキング(カレー作り)～ 
参加費 100円  持ち物：タオル、子どものお茶 

652‐3633 浜山通 1-1-5 

 

南部 ※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） 

※子育てサロンに参加される方は、おすまいの地域の子育てサロンをご利用ください。 

※この情報紙は、区役所、児童館、保育園、保育所、地域福祉センター、パークタウン、ユースス
テーション、ダイエー、図書館、コープ、アートビレッジセンター、小松郵便局、ヤマダ電機、
ノエビアスタジアムなどに置いています。 

※12月号は 11/30（木）発行予定 
©2004 Kobe City 29-001    

神戸市広報印刷物登録 平成 29年度 第 38号（広報印刷物規格 B-1

類） 

【対象：乳幼児の親

子】 

ふらっとイケるお楽しみカレンダー 


