
月 火 水 木 金 土 日 

  1 
★なかよしひろば 

(兵庫) 
♥園庭開放(羽坂) 

2  
♥みんなの幼稚園 
 (兵庫くすのき) 
♥園庭開放(羽坂･ 
ルンビニー・ 
兵庫くすのき) 

3 文化の日 4 5  
 

6   
♥園庭開放 

(兵庫くすのき・羽坂) 
♥おたのしみ会(羽坂) 

7  
★なかよしひろば（中道） 
♥園庭開放(兵庫くすのき・羽坂) 
◆入江子育てサロン 

8 
★なかよしひろば 

(兵庫) 
♥園庭開放(羽坂) 

9 
♥園庭開放(羽坂･ 
ルンビニー・ 
兵庫くすのき) 

10  
★なかよしひろば 
（兵庫・中道） 

♥園庭開放(羽坂) 

11 
ちびっ子プレーパ
ーク(会下山プレー
パーク) 

12 

13  
♥園庭開放(神港みどり･ 
兵庫くすのき・羽坂) 

◆ひよっこクラブ 
ゆうゆう広場〈北部参照〉 

14  
★なかよしひろば（中道） 
♥園庭開放(兵庫くすのき・ 
羽坂・神港みどり) 

♥やきいもパーティー 
(大慈ひょうご) 

15 
★なかよしひろば(兵庫) 
♥園庭開放(神港みどり､ 
兵庫くすのき・羽坂) 
ひだまりっこ 

(ひだまりの木) 

16  
♥園庭開放(羽坂・ 
神港みどり・ 
大慈ひょうご) 

17 
★なかよしひろば（兵庫・中道） 
♥園庭開放(羽坂・兵庫くすのき) 
♥親子リトミック(モーツァルト兵庫) 
♥みんなの幼稚園(兵庫くすのき) 
ふわふわ兵庫（コープ兵庫） 

18 
★リサイクルフェス

(中道) 

19 

20 
♥園庭開放 

(兵庫くすのき・羽坂) 

21 
★なかよしひろば（中道） 
♥園庭開放(羽坂・大慈ひょうご) 
◆川池子育てサロン 
◆水木子育てサロン 

22 
★なかよしひろば(兵庫) 
♥園庭開放 
(羽坂・兵庫くすのき) 

23 勤労感謝の日 24 
★なかよしひろば（兵庫・中道） 
♥園庭開放(羽坂) 
♥さくらんぼクラブ(兵庫くすのき) 

25 
会下山 
プレーパーク･ 
サクラの園づくり 

26 
 

27 
♥園庭開放 

(羽坂・兵庫くすのき) 
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（中道） 
♥園庭開放(大慈ひょうご・ 
兵庫くすのき・羽坂) 

29 
★なかよしひろば 

(兵庫) 
♥園庭開放 
(羽坂・兵庫くすのき) 

30 
♥園庭開放(羽坂･ 
兵庫くすのき・ 
ルンビニー) 

   

 

 
 

 

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 
15・29(水)赤ちゃんタイム  それ以外の日は 1歳児タイム  
すべて 10：30～  15(水)助産師カズさんとのおしゃべり会
個別相談も可 詳細は HP にて   

576-4072 駅前通４-３-６ 

中道児童館 毎火金 9:30～12:30 

火曜日 赤ちゃんタイム 金曜日 1歳児タイム (いずれも 
11：15～) 自由遊びは 9：30～   18(土)10：00～12：00 
リサイクルフェス 子ども向け不用品を扱います。持ち帰りの袋を 
ご用意ください。 

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 14(火)10：00～やきいもパーティー 671-0173 東出町２-１２-９ 

羽坂保育所 毎月～金 10:00～11:30 
6(月)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〉 

575-5790 羽坂通４-１-１ 

ルンビニー愛児園 毎木＊ 10:00～11:30 ＊16 (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 
17(金)10：00～親子リトミック 要申込 14(火)まで 動きやすい
服装で。 

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 13 (月)・14(火)・15 (水)・16(木)   雨天中止 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 実施日 2(木)･6(月)･7(火)･9 (木)･13(月)･14(火)･15(水)・ 
17(金)･20(月)･22(水)･27(月)･28(火)･29(水)・30(木) 

＊15(水)・22(水)は 14：00～16：00  
＊8(水)が雨天の時、14(火)は休みになります。 

575-4774 永沢町３-７-１２ 

水曜のみ
＊ 

12:00～14:00 

みんなの幼稚園 2(木)･17(金) 

10:00～11:30 

内容：親子遊び、体操、製作あそびなど 

さくらんぼクラブ 24 (金) 
対象：3歳児(H.25.4.2～H.26.4.1生まれ) 
内容：保護者の方と少しの時間、離れて遊びます。 
持ち物：上靴、水筒､手・汗拭きタオル、着替えなど。 

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 

おやつクッキング 要申込℡：090-7105-9811 まで 
参加費：1家族 200円 

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 

親子ヨガ  裸足もしくは5本指ソックス、動きやすい服装で。 
       持ち物：飲み物、フェイスタオル、 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 親子でアート 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 食育セミナー  兵庫児童館(駅前通4丁目3-6)にて実施 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 

11(土)10：00～16：00ちびっ子プレーパーク(主に幼児対象) 
仮装コーナー、ハンモック、大きなシャボン玉、おやつ作りなど 
25(土)10：00～15：00午前中はサクラの園づくり(植樹･伐採
等の活動)、午後からはプレーパーク(巻き巻きパン作りなど)  
持ち物：飲み物、タオル 

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 


