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春ですね。ご家庭でも新しい生活の始まりがあるのではないでしょうか。今年も子育てに役立つ情報を保護者

の方にたくさんお届けし、子どもたちが元気に健やかに育つお手伝いをしたいと思います。 

今回は子育て中の皆さんが利用しやすいように、お住まいの地域で遊べる場所を紹介します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支援センターは、未就園児の親子が遊んだり、親子で触れ合いながらほっとできるところです。また、地域で

遊べる場所や子育てに役立つ情報も提供しています。今年度の支援センターの予定をご紹介します。 

＊みんなのひろば    …０才～未就園児対象。自由に遊びます。 

＊年齢別ひろば     …０才～未就園児対象。自由に遊んだり製作等楽しいプログラムをしています。 

＊のんのカフェ     …茶話会。お茶を飲みながら楽しく会話します♪ 

＊お誕生日会       …毎月お誕生児をお祝いします。身体測定やお誕生日カードを作ります。 

＊パパっこクラブ    …２か月に１回、土曜日に実施します。お父さんと一緒に遊びましょう♪ 

＊マタニティーママの日 …妊婦さんが集まって、お話をしたり手作り玩具を作ります。 

＊その他行事      …子育て講座、手作りおもちゃデ―、高齢者交流、季節の行事など。 

＊親子ふれあい遊び   …須磨区内の４カ所の保育所、保育園で体験保育をします。 

開催時期や募集時期は区民広報紙「すま」でお知らせします。 

   

※その他、詳しいことは、下記にお問い合わせください。 

  

高倉台・多井畑エリア 

凡 例 

←毎月の予定を   
ピピっと チェック！！   

 地域子育て応援プラザ須磨は、須磨区内の色々な地域に出向いて子育てを応援しています。子どもとのかかわり

方、しつけ、子育てで困っていることなど・・・気軽にお話しください。電話相談も受け付けています。 

～・～応援プラザはこんな事をしています～・～ 

＊青空ひろば「いっしょにあそぼ！！」 

 須磨寺公園と妙法寺川左岸公園で月 1 回ずつ、あそびのプログラムや子育て相談をしています。 

＊子育てミニ講座「ほっとタイム」 

 １～2 歳頃のお子さんとのあそび方、食べさせ方やトイレットトレーニングなど、 

 しつけのポイントをお伝えしたり、子育て相談をしています。（事前予約が必要です） 

＊「ひまわりひろば」 

 春、夏休みだけのひろばです。須磨区役所での実施予定。お子さんと一緒に遊んだり 

 お母さん同士、楽しくお話ししましょう！  

♪♪児童館や子育てサークルなどへ出前保育にも出かけます。お近くで見かけたら声をかけてね♪♪ 

※その他、詳しいことは、下記にお問い合わせください。                 

 

青空ひろば 

みんな大好きな 
ボールあそび 

ホームページにひろばの予定や様子を載せています。           

チェックしてみてね！！  

 

地域子育て応援プラザ須磨：須磨区役所２階 ☎０７８－７３１－５０３３ 

須磨区地域子育て支援センター：北須磨保育センター２階 ☎０７８－７９２－７８７９ 



 

 

 

 

分類 名称（子育てマップの索引） 住所または実施場所 
問い合わせ 
電話番号 実施日時（原則） 

● 高倉台児童館（Ｅ－３） 高倉台１－２－１ 733－6844 火・金 9:30～12:30 

● 高倉台保育所（Ｅ－３） 高倉台４－１－３ 734－0092 
月 10:00～11:30 

（5 月～3月） 

● 神戸ＹＭＣＡちとせ幼稚園（Ｄ－３） 高倉台４－１２ 732－3542 水 9:30～11:30 

● 神戸女子大学附属高倉台幼稚園（Ｅ－３） 高倉台４－２ 734－1767 第1・3水13:30～1５:30 

● 
すまっこ ぴよぴよ HOT ひろば ①（Ｅ－３） 
すまっこ ぴよぴよひろば   ②（Ｄ－２） 

①高倉台地域福祉センター 
②多井畑南町自治会館 

７4７－2１21 

（渡辺宅） 

①第１木１０:００～１１:３０ 
②第３月１０:００～１１:３０ 

分類 名称（子育てマップの索引） 住所または実施場所 
問い合わせ 
電話番号 実施日時（原則） 

● 東須磨児童館（Ｇ－５） 若木町３－５－９ 733－6280 火・金 9:30～12:30 

● たかとり児童館（Ｈ－７） 行平町２－２－１７ 735－6230 火・金 9:30～12:30 

● 松風児童館（Ｆ－７） 行幸町１－２－２６ 735－0707 月 9:30～12:00 

● 東須磨愛児園（Ｇ－４） 若木町３－６－２５ 733－7712 第１水10:00～1１:３0 

● 若木保育園（Ｈ－５） 若木町１－２－２９ 734－6281 第 3 火 11:00～12:00 

● 千歳保育園（Ｉ－６） 千歳町４－３－３６ 735－0761 水・金 10:00～11:30 

● 村雨保育園（Ｆ－７） 行幸町１－２－２６ 733－4363 月 9:30～12:00 

● すまいる保育園（Ｄ－５） 高倉町１－６－２４ 731－7076 水 10:３0～1２:30 

● たかとり保育所（Ｈ－７） 行平町２－２－１７ 733－4000 月～金 10:00～11:30 

● 須磨みどり幼稚園（Ｈ－６） 中島町２－５－１５ 731－0990 月 14:00～16:00 

● 西須磨幼稚園（Ｆ－５） 桜木町２－２－１ 731－2922 水 13:00～15:３0 

● 須磨浦幼稚園（Ｅ－６） 千守町２－１－８ 731－2104 水 13:00～15:00 

● 兵庫大学附属須磨幼稚園（Ｆ－６） 行幸町２－６－１９ 731－2666 月～金 15:00～17:00 

● すまっこ こぐまのプーさん（Ｇ－５） 東須磨地域福祉センター 
７３７－0１60 

（野澤宅） 
第３月 10:00～1２:15 

● すまっこ どんぐりくらぶ（Ｅ－６） 須磨の浦地域福祉センター 
７３１－022１

（松本宅） 
第２・４水 10:00～11:00 

● かんがるーひろば（Ｅ－５） 北須磨地域福祉センター 

７３５－8１65 

（黒田宅） 

７３５－6036 
  （円山宅） 

第1水10:00～11:30 

地域の子育てを応援しています！！ 

須磨区内には、親子で楽しくすごせる場所がたくさんあります。今回は児童館のなかよしひろば、保育所・園、 

幼稚園の園庭開放、須磨区子育てサークル連絡会に参加しているサークルを掲載しています。ぜひ、気軽に参加して 

みてください。実施日時、場所は変更になることがありますので、詳しくは直接お問い合わせください。 

 

 

 

ＪＲ須磨～鷹取・山陽東須磨周辺エリア 

●児童館    （なかよしひろば…主に室内で自由遊びをします。） 

●保育所・園  （園庭開放…主に戸外で自由遊びをします。） 

●幼稚園    （園庭開放…主に戸外で自由遊びをします。） 

●子育てサークル（地域の方が主となり誰でも遊べるひろばをしています。） 
高倉台～多井畑エリア 

凡 例 



 

 

 

 

 

 

分類 名称（子育てマップの索引） 住所または実施場所 
問い合わせ 
電話番号 実施日時（原則） 

● 板宿児童館（Ｉ－４） 板宿町１－４－９ 731－2230 火・水 9:30～12:30 

● 大黒児童館（Ｉ－５） 大黒町２－２－１２ 733－3451 火・金 9:30～12:30 

● 須磨保育所（Ｉ－５） 大黒町４－１－２ 732－4842 火・水 10:30～11:45 

● 太田共同保育園（Ｉ－５） 大黒町５－２－１３ 736－3688 火・水１0:00～1２:00 

● いたやど保育園 大田町１－１０３－１１ 73５－3660 直接お問い合わせください。 

● 禅昌寺幼稚園（Ｉ－３） 禅昌寺町２－５－１ 732－0944 直接お問い合わせください。 

● 大手幼稚園（Ｈ－４） 大手町７－１－１ 731－0128 月 14:00～16:00 

● 平田幼稚園（Ｉ－５） 平田町３－２－４ 732－1504 水・木 14:30～16:30 

● 育英幼稚園（Ｉ－４） 板宿町２－２－１ 731―0381 第１・３金 1０:３0～1１:３0 

● すまっこ らっこランド（Ｉ－４） 板宿児童館 731－2230 第2水10:30～11:30 

● すまっこ こあら（Ｉ－５） 大黒児童館 733－3451 第１火10:00～11:30 

分類 名称（子育てマップの索引） 住所または実施場所 
問い合わせ 
電話番号 実施日時（原則） 

● 菅の台児童館（Ｄ－５） 菅の台４－５ 791－4612 火・金 9:30～12:30 

● 北須磨児童館（Ｅ－６） 友が丘７－２７５－１ 791－6259 月・火・水 9:30～12:00 

● 竜が台保育所（Ｅ－５） 竜が台１－１１ 792－8830 火・木 10:00～１１:30 

● 若竹保育園（Ｇ－５） 南落合３－９－１ 793－1112 第3月10:30～11:30 

● 北須磨保育園（Ｄ－６） 友が丘 3－107 792－0674 月 13:00～15:00 

● 菅の台保育所（Ｃ－５） 菅の台 4－6 791－0678 月～金10:00～11:30 

● 名谷あおぞら幼稚園（Ｃ－５） 菅の台 4－3－1 791－0133 
月・火・木・金１４:０0～1５:00 

水   1２:０0～1５:00 

● 北須磨幼稚園（Ｅ－６） 友が丘 3－107 792－0612 月 13:00～15:00 

● ぽんぽん（Ｅ－４） 健康館３階リハーサル室 
642－4３７2

（西宅） 
第４土10:30～11:30 

● りすっこママ（Ｄ－５） 
菅の台児童館・ 

地域福祉センター 

791－461２ 

(菅の台児童館) 
第１金10:30～12:00 

● 子育てＨＯＴ広場 
① （Ｃ―６） ②（E－６) 

①友が丘地域福祉センター 

②北須磨団地自治会館 
792－3917 

①第3木１０:００～１２:００ 
②第4土１０:００～１２:００ 

● にこにこくらぶ（Ｅ－４） 健康館３階リハーサル室 741－2836 第２月10:15～12:00 

● 落合ぱんだのぱんちゃん（Ｆ－５） 花谷地域福祉センター 791－1400 第４水10:00～11:30 

● すまっこ のびのびキッズ（Ｇ－５） 南落合地域福祉センター 794―5314 第２火10:30～12:00 

禅昌寺～板宿辺エリア 

名谷駅南エリア 



●児童館    （なかよしひろば…主に室内で自由遊びをします。） 

●保育所・園  （園庭開放…主に戸外で自由遊びをします。） 

●幼稚園    （園庭開放…主に戸外で自由遊びをします。） 

●子育てサークル（地域の方が主となり誰でも遊べるひろばをしています。） 

  

 

  

分類 名称（子育てマップの索引） 住所または実施場所 
問い合わせ 
電話番号 実施日時（原則） 

● 若草児童館（Ｉ－４） 若草町 3－14－9 741－0688 水・金 9:30～12:30 

● 横尾児童館（Ｇ－７） 横尾１－１１－２ 742－0990 火・金 9:30～12:00 

● 妙法寺児童館（Ｈ－７） 妙法寺字毘沙門山１ 743－4409 水・金 9:30～12:30 

● くすの木保育園（Ｇ－７） 横尾１－１０ 743－1888 第4土10:00～11:30 

● 北須磨第２保育園（Ｈ－６） 妙法寺荒打 300－1 743－4780 月 1３:00～15:00 

● 妙法寺幼稚園（Ｈ－７） 妙法寺字前田７７ 741－2852 水 14:00～16:30 

● すまっこ あひる（Ｇ－７） 
横尾地域福祉センター   
横尾集会所 

７42－１2１0

（河野宅） 
第４月 10:30～12:00 

● 妙法寺子育てサロンデー（Ｈ－７） 妙法寺児童館 743－4409 第４水10:30～11:30 

● 清水台ぱんだのぱんちゃん（Ｈ－５） 
アルテピアⅠ番街５階 

ハーモニースクエア 

791－1400 

 
第３火10:00～11:30 

● ふわふわ横尾（Ｇ－６） コープ横尾リファーレ 3 階 652－2206 第１水10:30～12:00 

分類 名称（子育てマップの索引） 住所または実施場所 
問い合わせ 
電話番号 実施日時（原則） 

● 神の谷児童館（Ｅ－２） 神の谷５－２－１ 794－0520 水・金 10:00～12:00 

● 白川台児童館（Ｈ－２） 白川台７－３－８ 791－4613 水・金 9:30～12:30 

● 落合児童館（Ｆ－５） 中落合 1－1－２５ 791－7644 火・金 9:30～12:30 

● やまびこ保育園（Ｆ－３） 北落合２－１１－１５ 791－3369 木 10:00～12:00 

● のぞみ保育園（Ｅ－４） 西落合７－１－１ 791－8446 金 11:00～12:00 

● 名谷みどり保育園（Ｆ－４） 中落合２－３－２－１０１ 797－7077 水 10:00～11:00 

● あじさい保育園（Ｈ－３） 白川台４－２０－２０ 792－2345 火･木･金 13:00～15:00 

● 白川台幼稚園（Ｈ－２） 白川台５－５３－１ 792－6367 月～金15:00～17:00 

● 名谷きぼうの丘幼稚園（Ｇ－４） 東落合２－１８－１ 793－1866 
月・火・木・金 14:00～16:00 

水  1２:０0～1４:00 

● 名谷こすもす幼稚園（Ｅ－３） 西落合７－１－２ 792－5577 
月・火・木・金 14:00～16:00 

水  1２:０0～1４:00 

● すまっこ 西落合ひろば（Ｅ－３） 西落合地域福祉センター 
７9３－３66７ 

（長谷川宅） 
第２金10:30～12:00 

● ふれあいホッとカフェ（Ｈ－２） 白川台児童館 791－4613 第４金 10:00～11:30 

● 子育てひろば（Ｆ－２） 松尾地域福祉センター 
７9１－3437

（野島宅） 
第２水10:30～12:00 

● すまっこ わくわくママ（Ｇ－４） 東落合地域福祉センター 
７9３－６4７8

（長石宅） 
第２水10:00～11:30 

名谷駅北エリア 

東白川台～妙法寺周辺エリア 

凡 例 


