
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き、子育ての応援をしています。 

公園での青空ひろばや、子育ての講座、地域の子育て支援事業のお手伝いなど 

児童館や地域のサークルにもお邪魔して出前保育もしています。 

お近くで見かけたら、声をかけてください。 

子育てで悩んでいること、困っていることなども、気軽にご相談ください。 

区役所・北須磨支所での「ひまわりひろば」では一緒に遊びながら、地域の子育て 

支援施設等の情報提供も行っています。 

 

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ホッとできるところです。また、地域で 

遊べる場や子育てに役立つ情報も提供しています。支援センターの活動をご紹介します。 

＊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など楽しいプログラムをしています。 

＊のんのカフェ     …茶話会。お茶を飲みながらお母さん同士が楽しくお喋りします♪ 

＊お誕生会       …毎月お誕生児をお祝いします。身体測定をしたりお誕生日カードを作ったりします。 

＊パパっこクラブ    …２カ月に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、出産や子育ての情報交換をしながら手作り玩具を作ります。 

＊その他行事      …子育て講座、手作りおもちゃデー、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か所の保育所、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。 

 

 

 

  平成３０年度 保存版 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須磨区役所 
こども家庭支援課 こども保健係 

     ℡：731-4341(代表) 

北須磨支所 

保健福祉課 こども保健係 

    ℡：793-1414 

ホームページに事業の予定や

様子を載せています。 
地域子育て応援プラザ須磨 

☎０７８－７３１－５０３３ 

青空ひろば 

←毎月の予定を   
ピピっと チェック！！   

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 

支援センターにお越しの際は。。。市営地下鉄「名谷」駅より市バス 73・74系統 10分 

               市営地下鉄「妙法寺」駅より市バス 73系統 10分 



高倉台～多井畑エリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 住所または実施場所 問い合わせ 実施日時(原則) 

高倉台児童館 高倉台１－２－１ 733－6844 火・金 9:30～12:30 

高倉台保育所 高倉台４－１－３ 734－0092 月 10:00～12:00 

神戸 YMCAちとせ幼稚園 高倉台４－１２ 732－3542 
水 9:30～11:30(登録制) 5/9～ 

※長期休暇中はお休み 

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

※駐車場はありません 

すまっこぴよぴよHOTひろば 休止中 

名称 住所または実施場所 問い合わせ 実施日時(原則) 

東須磨児童館 若木町３－５－９ 733－6280 水・金 9:30～12:30 

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

松風児童館 行幸町１－２－２６ 735－0707 月 9:30～12:00 

東須磨愛児園 若木町３－６－２５ 733－7712 
水 10:30～12:00 

(4・10 月除く) ※要事前連絡 

若木こども園 若木町１－２－２９ 734－6281 
第 3 火 11:00～12:00 

※園行事の都合にてお休みあり 

ちとせこども園 千歳町４－３－３６ 735－0761 水・木 10:00～11:30 

村雨こども園 行幸町１－２－２６ 733－4363 
月 9:30～12:00 

※雨天時は松風児童館で遊べます 

すまいる保育園 高倉町１－６－２４ 731－7076 月 10:00～11:30 

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

若宮保育園 若宮町 3-3-17 735－3277 火・水 10:00～11:30 ※要予約 

たかとりちどり保育園 大池町 5-10-15 732－2500 火 10:00～11:00 ※要予約 

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

西須磨幼稚園 桜木町２－２－１ 731－2922 
水 14:30～16:00 ※休園日除く 

(詳細はHPにて) 

須磨浦幼稚園 千守町２－１－８ 731－2104 水 13:00～15:00 ※要事前連絡 

兵庫大学附属須磨幼稚園 行幸町２－６－１９ 731－2666 水 10:30～12:00 ※要事前連絡 

すまっこ こぐまのプーさん 東須磨地域福祉センター 732－8957 第３月 10:20～11:30 

すまっこ どんぐりくらぶ 須磨の浦地域福祉センター 797－5285 
第 1・3 水 10:00～11:00 

(4・8 月休み) 

かんがるーひろば 北須磨地域福祉センター 
735－6036 

(円山宅) 第 1 水 10:00～11:30 

ＪＲ須磨～鷹取・山陽東須磨周辺エリア 

地域の子育てを応援しています！！ 
今回は児童館のなかよしひろば、保育所・園、認定こども園、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。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。（子育てサークルについて、連絡が取れにくい場合は区役所、または支所へお問い合わせください。） 

 

 

 

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。） 

認定こども園 （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。） 



 

 

 

 

名称 住所または実施場所 問い合わせ 実施日時(原則) 

板宿児童館 板宿町１－４－９ 731－2230 水・金 9:30～12:30 

大黒児童館 大黒町２－２－１２ 733－3451 火・金 9:30～12:30 

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

太田共同保育園 大黒町５－２－１３ 736－3688 
火・水 10:00～11:00 

※工事中のため 7月から実施 

いたやど保育園 大田町１－３－２４ 735－3660 月・水 10:00～11:30 

禅昌寺幼稚園 禅昌寺町２－５－１ 732－0944 

水 14:00～16:00※月 2 回程度 

※長期休暇中は曜日指定なし 

(詳しくはＨＰにて) 

大手幼稚園 大手町７－１－１ 731－0128 
月 13:00～15:00 

(実施日の確認はHPにて) 

平田幼稚園 平田町３－２－４ 732－1504 
水・木 14:30～16:30 

※保育実施日の水・木に開放 

育英幼稚園 板宿町２－２－１ 731―0381 

月・火・木・金 14:00～15:00 

※夏期(7/23～8/3土日除く)は 

10:00～11:30 

すまっこ らっこランド 板宿児童館 731－2230 第2水10:30～11:30(8月休み) 

すまっこ こあら 大黒児童館など 733－3451 
第 1 火 10:00～11:30 

(1・8 月休み) 

名称 住所または実施場所 問い合わせ 実施日時(原則) 

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

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

落合児童館 中落合 1－1－２５ 791－7644 火・金 9:30～12:30 

竜が台保育所 竜が台１－１１ 792－8830 火・木 10:00～11:30 

若竹こども園 南落合３－９－１ 793－1112 第 3 火 10:30～11:30※要予約 

北須磨保育センター 友が丘 3－107 792－0674 月 13:00～15:00 

菅の台保育所 菅の台 4－6 791－0678 
月・木 10:00～11:00 

※園行事の都合にてお休みあり 

ぽんぽん 
須磨パティオ健康館３階 
リハーサル室 

736－3534 
（山崎宅） 第４土 13:00～14:00 

りすっこママ 
菅の台児童館 

菅の台地域福祉センター 

791－4612 

(菅の台児童館) 
第１金 10:30～12:00 

子育てＨＯＴ広場 
①友が丘地域福祉センター 

②北須磨団地自治会館 

792－3917 
（北須磨団地 
自治会館） 

① 第1 木 10:00～12:00 

② 第 4 土 10:00～12:00 

にこにこくらぶ 
須磨パティオ健康館３階 
リハーサル室 

647－7658 
( NPO法人母と子の

ケアサポート 

ふすあんまぁ) 

第２月 10:30～11:30 

落合ぱんだのぱんちゃん 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 南落合地域福祉センター 794―5314 第２火10:30～12:00(8月休み) 

禅昌寺～板宿周辺エリア 

名谷駅南エリア 



 

 

 

 

 

 

 

名称 住所または実施場所 問い合わせ 実施日時(原則) 

神の谷児童館 神の谷 5－２－１ 794－0520 月・水・金 10:00～12:00 

白川台児童館 白川台７－３－８ 791－4613 水・金 9:30～12:30 

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

のぞみ保育園 西落合７－１－１ 791－8446 月・金 10:00～12:00 

名谷みどりこども園 中落合２－３－２ 797－7077 
水 10:00～11:00 

木 14:00～15:00 

あじさいこども園 白川台４－２０－２０ 792－2345 火 10:00～11:30※要予約 

白川台幼稚園 白川台５－５３－１ 792－6367 月～金 15:15～17:00 

名谷きぼうの丘幼稚園 東落合２－１８－１ 793－1866 

水 12:00～14:00 

月・火・木・金 14:00～16:00 

(実施日はHP でお知らせ) 

※園行事により時間変更あり 

名谷こすもす幼稚園 西落合７－１－２ 792－5577 

水 12:00～14:00 

月・火・木・金 14:00～16:00 

※詳しくは園前に掲示 

すまっこ 西落合ひろば 西落合地域福祉センター 
793－3667 
（長谷川宅） 第２金 10:30～12:00(8 月休み) 

ふれあいホッとカフェ 白川台児童館図書室  791－4613 
第４金 10:00～11:30 

(7・8・12・3 月休み) 

子育てひろば 松尾地域福祉センター 
794－5858 
（紺谷宅） 第 2 水 10:30～12:00 

すまっこ わくわくママ 東落合地域福祉センター 
793－6478 
（長石宅） 第 3 水 10:00～11:15 

名称 住所または実施場所 問い合わせ 実施日時(原則) 

若草児童館 若草町 3－１４－９ 741－0688 水・金 9:30～12:30 

横尾児童館 横尾１－１１－２ 742－0990 火・金 9:30～12:30 

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

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

北須磨第２保育園 妙法寺荒打 300－1 743－4780 火 10:00～12:00 

妙法寺幼稚園 妙法寺字前田７７ 741－2852 水 14:30～16:30 

すまっこ あひる横尾 休止中 

清水台ぱんだのぱんちゃん 
アルテピアⅠ番街５階 
ハーモニースクエア 

791－1400 
(花谷地域福祉センター) 

第 3 火 10:00～11:30 

ふわふわ横尾 
コープ横尾３階 

組合員集会室 

652－2206 
（担当：三輪） 第 1 水 10:30～12:00(8 月休み) 

妙法寺子育てサロンデー 妙法寺児童館 
743－5623 
（松田宅） 第 2 金 10:30～12:00(奇数月) 

サンサン広場 
アルテピアⅢ番街 

自治会館 

090-9879-9724 
（中尾） 第 1 火 10:00～12:00(1 月休み) 

東白川台～妙法寺周辺エリア 

この「須磨区子育て情報紙いないいないばぁ」は、須磨区役所･北須磨支所･地域子育て応援プラザ須磨･須磨区地

域子育て支援センター･各幼稚園･各児童館･各保育所(園)･各サークルなどに置いています。 

編集･発行  須磨区地域子育て支援センター     ☎078-792-7879 

地域子育て応援プラザ須磨       ☎078-731-5033 

須磨区こども家庭支援課こども保健係  ☎078-731-4341(代表) 

北須磨支所保健福祉課こども保健係   ☎078-793-1414         

名谷駅北エリア 



 

 

 

 

☆主任児童委員さんや地域の方々が運営しています。 

親子で自由に参加して遊ぶことができますよ☆ 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すまっこ どんぐりくらぶ 
  
 

子育て奮闘中の方ようこそ！ 
楽しくおしゃべりしたり、心配ごとを相談したり 
友だちの輪を広げましょう。お気軽にのぞいてく
ださい。 
 
 
 
場所：須磨の浦地域福祉センター 

（千守町１－１－２０） 
日時：毎月 第１・３水曜日 
   （４月・８月は休み） 

    10：00～11：00 
対象：0歳～就園前の子どもと保護者 
費用：なし 
最寄り駅またはバス停 

    
 ・山陽「須磨」より 
     徒歩４分 

 

すまっこ こぐまのプーさん 
 
入り口を入ると「おはよう」、帰るとき「さような
ら」のごあいさつ。 
「次も又プーさんに来てね」と毎回言っていると
ごあいさつできる子がいるのがうれしいです。 
身体を思いきり動かして自分から参加してくださ
ればもっと嬉しいです。 
 
  

場所：東須磨地域福祉センター 
（若木町３－５－９） 

日時：第３月曜日 
１０：２0～11：30 

対象：０歳～未就学児の親子 
費用：なし 
最寄り駅またはバス停 
 
 ・山陽「東須磨」より 
      徒歩８分 

地域のサークル紹介 

 Ｈ３０年度  須磨区子育て情報紙 ～いないいないばあ～ 

 

☆須磨区の子育て情報は、 

   須磨区こども家庭支援課   

   須磨区地域子育て支援センター  

   地域子育て応援プラザ須磨    

こちらもどうぞ！ 

 

 かんがるーひろば 

 

月にあわせた行事または、講師を招いてお話を
聞いたり、身体を動かしたりを楽しみます。 
楽しい居場所作りに心がけています。 
子育て中のママ友づくり、育メン、じいじ、ば
あばも一緒に集える場所です。 

 
 
場所：北須磨地域福祉センター 

（離宮前町２－７－２４） 
日時：毎月 第 1水曜日（祝日はお休み） 

    10：００～11：30 
対象：0歳～幼児の親子 
費用：なし 
最寄り駅またはバス停 

    
 ・山陽「月見山」より 
      徒歩８分 
      
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すまっこ らっこランド 
  

リトミックやふれあい遊び、カフェなど、 
いろいろなプログラムを用意しています。 
お天気を気にせず、室内で快適に遊べます。

子どもを遊ばせながらお母さん同士のおし
ゃべりを楽しんだり、情報交換の場にもなっ
ています。 
 
 
場所：板宿児童館（板宿町１－４－９） 
日時：毎月 第２水曜日（８月はお休み） 

    10：３0～11：30 
対象：就学前の子どもと保護者 
費用：なし  
最寄り駅またはバス停 

    
 ・山陽「板宿」より 
     徒歩８分 

 

すまっこ こあら 

 
講師による３Ｂ体操やクリスマス音楽会、季

節の行事を取り入れたおひな様作りや七夕
笹飾り作りなど、親子で楽しめるプログラム
があります。リピーターのお母さんの参加も
あり、楽しい活動をしています。 
 
 
場所：大黒児童館 他 

（大黒町２－２－１２） 
日時：毎月 第１火曜日（１月、８月は休み） 
   １０：００～１１：３０ 
対象：０～３歳位までの親子 
費用：なし 
最寄駅またはバス停 
 
 ・山陽「板宿」より 
     徒歩１分 

 

 ぽんぽん 
  

 

楽しくおしゃべりしましょう。楽しく工作し 
ましょう。楽しくリズムにのって体を動かしま

しょう。親子でホットする時間をつくりましょ
う。 

 
 

場所：須磨パティオ健康館 3 階リハーサル室 
（中落合２－２－７） 

日時：毎月 第４土曜日 
     1３：00～1４：０0 

対象：0歳から乳幼児親子 
費用：なし 
最寄り駅またはバス停 

 
  ・地下鉄「名谷」すぐ 
        
 
 

りすっこママ 
  

親子体操、リトミック、ふれあいカフェ等 
情報交換、気分転換にお待ちしています。 
菅の台、竜が台地区にお住いの就学前の子ども
さんとママ対象のひろばです。 
 
 
場所：菅の台児童館・菅の台地域福祉センター 

      （菅の台４－５） 
日時：毎月 第１金曜日 

    1０：３0～1２：０0 
対象：就学前までの親子 
費用：なし 
最寄り駅またはバス停 

    
 ・バス停「名谷南センター前」 
    より徒歩３分 
 

サンサン広場 
  

小さなお子様をお持ちのお母さん、プレママさ

ん、お母さん同士おしゃべりをして子育て仲間
をつくりませんか？赤ちゃんと遊びたい先輩
ママさんもどうぞ！ 

  
  

場所：清水台アルテピアⅢ番街 
     管理棟１階 自治会館 

（清水台１－９ 
日時：毎月 第１火曜日（１月は休み） 

     1０：00～1２：０0 
対象：0歳児～就園前の子どもと保護者. 

    プレママ 
費用：なし 
最寄り駅またはバス停 

 
  ・神戸市バス「清水台」より 
       徒歩１分 
        
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあいホッとカフェ 
 

手作りケーキでお茶を飲みながらママ達にホッ
と一息ついてもらえ、お母さんの友だち作りや
情報交換のお手伝いをします。児童館のおもち
ゃも自由に使えるので、家にないおもちゃで遊
べます。 
 
場所：白川台児童館図書室 

（白川台７-３―8） 
日時：毎月第４金曜日（7.8.12.3月休み） 
   10：00～11：30 
対象：0歳～３歳の親子・プレママ 
費用：100円 
最寄り駅またはバス停 

 
・バス停「白川台センター前」 
     より徒歩１２分 

すまっこのびのびキッズ 

 
講師の先生とともに親子遊び。スタッフと一緒に
工作をしたり手遊びをしましょう。 
年に何回か茶話会もあります。お母さん同士の情
報交換の場を提供しています。 
 
 
場所：南落合地域福祉センター 

（南落合３－１１－２） 
日時：毎月 第２火曜日（8 月は休み） 
   10：３0～1２：０0 
対象：0歳～就園前の子どもと保護者 
費用：なし 
最寄り駅またはバス停 
 
・バス停「南落合３丁目」 
     より徒歩３分 
    

 

すまっこ 西落合ひろば 
 

 ブログ「すまっこ西落合ひろば」で  
今までの様子やこれからの予定がご覧

になれます。我が子の意外な面がみえた
り、子育て仲間ができるかも。 

 お気軽に遊びに来てください。 
 
 
場所：西落合地域福祉センター 

（西落合５－１３－２０） 
日時：毎月 第 2金曜日 

10：３0～1２：０0（8 月は休み） 
対象：０～３歳の未就園児と保護者 
費用：なし（料理教室は実費あり） 
最寄駅またはバス停 
 
・バス停「医療センター前」 
      より徒歩３分 
 

子育てＨＯＴ 広場 
 

ふれあい喫茶の美味しいコーヒーとケーキでホッ
と一息。お母さんの「しゃべり場」です。ママた

ちのおしゃべりの時間、経験豊富なスタッフが子
どもたちと遊んでいます。絵本の読み聞かせ、季
節の折り紙、悩み相談等先輩ママがスタッフです。 

 
 

場所：①友が丘地域福祉センター 
（友が丘５－２６００－２） 

②北須磨団地自治会館  
（友が丘７－２７５） 

日時：①毎月第１木曜日 
   ②毎月第 4土曜日 

10：00～12：00 
対象：就園前の子どもと保護者 
費用：なし 
最寄駅またはバス停 
 
① バス停「北須磨団地」より 

徒歩３分 
② バス停「北須磨団地東口」すぐ 

にこにこくらぶ 

 
にこにこくらぶは今年で２０周年。年９回の活
動、七夕・クリスマス会等、季節にあった親子
で楽しめるもの、ママのリラックスできるも
の、子育てのヒントになるテーマを心がけてい
ます。 

 
場所：須磨パティオ健康館 3 階リハーサル室 
           （中落合２－２－７） 
日時：毎月 第２月曜日 

10：30～11：30 
対象：0歳児～就園前の子どもと保護者    

プレママ 
費用：なし～３00 円程度 
最寄駅またはバス停 
                
・地下鉄「名谷」すぐ 
 

落合ぱんだのぱんちゃん 

 

自由あそびでリトミックやクリスマス会など 
ママ友を作って楽しくおしゃべりしましよう。 
 
 
場所：花谷地域福祉センター 

（中落合１－１－２５） 
日時：毎月第４水曜日 

10：０0～1１：３0 
対象：0歳～３歳の子どもと保護者 
費用：無料 
最寄駅またはバス停 
 
・地下鉄「名谷」 
    より徒歩５分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育てひろば 
  
子育て中のパパとママの交流の場です。 
「子育てひろば」と一緒に「ふれあい喫茶」 
が開催されています。 
ホッと一息お茶をしに来ませんか？ 
￥１００でモーニングセットがあります。 
 

 
場所：松尾地域福祉センター 

（北落合３－２－１） 
日時：毎月第２水曜日 

    10：３０～12：00 
対象：就学前の乳幼児と保護者 
費用：なし（モーニング１００円） 
最寄り駅またはバス停 

   
 ・バス停「神の谷小学校前」 
     より徒歩１１分 

 ふわふわ横尾 
  

前半は自由あそび、後半は講師によるプログラム。（親
子遊び、リトミック、絵本の読み聞かせ、おやつ紹介

等）子どもを遊ばせながらお母さん同士が交流できる
場です。 
 
 
場所：コープ横尾３階組合員集会室 

（横尾１－５） 
日時：毎月第１水曜日（８月と祝日は休み） 

     10：３0～12：00 
対象：未就園児と保護者 
費用：なし 
最寄り駅またはバス停 

    
  ・地下鉄「妙法寺」すぐ 
 

清水台ぱんだのぱんちゃん 
  

季節に応じた楽しいプログラム、工作、リトミック、 
クリスマス会等、お母さん同士の交流のできるアッ
トホームなサークルです。ママ友づくりに是非遊び
に来てください。 
 
 
場所：清水台アルテピアⅠ番街５階 

ハーモニースクエア（清水台１－８） 
日時：毎月第３火曜日 

    10：0０～1１：３0 
対象：0歳～3歳児の子どもと保護者 
費用：なし 
最寄り駅またはバス停 

    
 ・地下鉄「妙法寺」 
    より徒歩７分 

 

すまっこわくわくママ 

 

親と子の交流をメインに親子で楽しく過ごしてお
ります。こじんまりしたところです。気軽にお越
しください。 
 
 
場所：東落合地域福祉センター 

（東落合３－３３－１２） 
日時：毎月第３水曜日 

10：00～1１：１５ 
対象：0歳～未就園児の子どもと保護者 
費用：なし 
最寄駅またはバス停 

 
・バス停「東落合小学校前」 

     より徒歩４分 

妙法寺子育てサロンデー 

 

  楽しくおしゃべりをしたり、サークルで一緒に 

  遊びましょう。お気軽にお越しください。 

  お待ちしています。 
  
 

場所：妙法寺児童館 
（妙法寺字毘沙門山１） 

日時：原則隔月（奇数月）第２金曜日 
※変更する場合あり 

10：30～1２：０0 
対象：０歳～就園前の親子 
費用：なし    
最寄駅またはバス停 

 
   ・神戸市バス「奥妙法寺」    

より徒歩３分    
  


