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灘区子育て情報紙

おひさまだより

VOL．85
令和 2 年 8 月 1 日
神戸市地域子育て応援プラザ灘
・FAX 078-811-6201

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止または延期になる場合があります。
各問合せ先までご確認ください。
＜応援プラザ灘主催事業のコーナー＞
★要申込のあるものは、電話又は FAX、E-mail で下記まで
・FAX 078-811-6201

E-mail

plaza_nada@office.city.kobe.lg.jp

（参加ご希望事業名、お子様のお名前＆生年月日、ご住所（町名の
み）、お電話番号を送信してください）

＊問合せ先…地域子育て応援プラザ灘  078-811-6201
予約制個別相談「ほっこりひろば 」★要申込 各回１組
ゆっくりとお話ししたい方におすすめです。お子様を遊ばせながら応
援プラザ灘の保育士とお話しをしませんか？
・場所…灘区役所 5 階 健康教育室
・対象…未就園児と保護者
・日時…調整させていただきますので、一度ご連絡ください。

☆保育所 DE あおぞら☆ 申込不要
西灘保育所のお庭で地域のお友達と一緒に楽しく遊びましょう。
時間内であれば、いつ来ていつ帰っても大丈夫です。
・日時…9/11（金）13:30～14:45
・対象…０歳～未就園児の親子
・場所…西灘保育所園庭（岩屋北町 2-5-29）※雨天中止です
☆あおぞら保育☆ 申込不要
お外遊びの好きなお友だち、一緒に遊びましょう！
・日時…8 月 24 日（月）、9 月 28 日（月） 10:00～11:00
・対象…0 歳～未就園児の親子
・場所…西灘公園（阪神大石駅南側）
☆ 親子ふれあい遊び『体験保育』☆ ★要申込 抽選
保育所（園）や認定こども園でお友だちや保育士さんと
一緒に遊びましょう！（親子で一緒に参加していただきます）
対象…1 歳 6 か月以上の未就園児と保護者
同朋保育園 ※募集組数 4 組
9/3（木）、9/10（木） 10:00～11:30（全 2 回）
参加費…500 円（給食、おやつ有） 申込〆切…8/14（金）
ゆりか認定こども園 ※募集組数 10 組
10/20、27、11/10、１７ いずれも（火）10:00～11:30 (全 4 回)
参加費…無料（給食、おやつ無） 申込〆切…9/30（水）
☆管理栄養士による食育セミナー☆
★要申込 抽選 各回１0 組
①離乳食後期～完了期のお話（対象：概ね 10 か月～1 歳 6 か月）
②離乳食初期～中期のお話（対象：概ね 5 か月～9 か月）
日時…8/27（木） ①10:15～11:30
②13:30～14:45
場所…灘区役所 5 階健康教育室
申込〆切・・8/14（金）

☆赤ちゃんひろば☆ ★要申込 抽選各回 4 組
親子ふれあい遊びをしたりママ同士で楽しくおしゃべりしません
か？第一子・初めての方優先とさせていただきますが、それ以外
の方でも、何回でもご参加いただけます。
・場所…灘区役所 5 階健康教育室
・対象…1 歳未満の赤ちゃんと保護者、妊婦さん
① 8/19 （ 水 ） 14:00 ～ 15:00
② 8/26 （ 水 ） 10:30 ～
11:30
☆①②申込受付 8/3（月） ～ 8/7（金）
③ 9/16（水）14:00～15:00
④ 9/24（木）10:30～11:30
☆③④申込受付・・9/1（火）～9/7（月）
☆すくすくキッズコーナー☆ ☆ぐんぐんキッズ☆
予約制で再開します。
☆すくすくキッズコーナー ★要申込 抽選 各回 12 組
・対象…2 歳未満のお子さんと保護者、妊婦さん
・時間…10:30～11:30
☆ぐんぐんキッズ ★要申込 抽選 各回 9 組
・対象…2 歳以上未就園児と保護者 ・時間…14:00～15:00
日時 ①9/3（木） ②9/17（木）
①②申込受付 8/21（火）～26（水）
③10/1（木） ④10/15（木）
③④申込受付 9/15（火）～18（金）

◇ベビーキャラバン◇ ★要申込各回１0 組
地域の方や子育て中のママ同士が集います。ふれあい遊びやグル
ープでのおしゃべりタイムなど。栄養士や児童館・保育所の先生も来
ますよ！
時間…10:00～11:20
①8/21(金)稗田地域福祉センター ※申込受付中
②9/9(水)灘南部自治会館 ③9/30(水)成徳地域福祉センター
②③8/1 より申込受付開始
④10/14（水）王子地域福祉センター
⑤10/21（水）岩屋青年会館④⑤9/1（火）より申込受付開始
申込方法…電話又は FAX、E-mail で下記まで
078-843-7001（内線 413） FAX078-843-7077
E-mail contact@nadaku-shakyo.org
※詳しくは灘区社会福祉協議会の HP をご覧ください。
＊問合せ・申込み…灘区社会福祉協議会 078-843-7001
(内線 413)
□灘あじさい講座□ 要申不要
『親子で学ぶ救急救命』
・日時…9/19（土）10:30～11:30 ・対象…乳幼児と保護者
・場所…灘区文化センター４階児童館
＊問合せ・申込み…灘あじさい講座事務局 078-841-1796
♦神戸市立六甲山幼稚園♦
『ヤッホーランド（みんなの幼稚園）』
申込不要
・日時…9/7（月）、9/14（月）、9/28（月） 9:30～11:00
・場所…本園
・対象…未就園児の親子
・持ち物…上靴（なければ外靴の底を拭いたもの）, ハンカチ, ティッシ
ュ, 水筒, 帽子, その他遊びの内容によって変更あり
※新型コロナウィルス感染症拡大の状況によって中止・変更が予想され
ます。随時 HP をご確認ください ＊問合せ…078-891-1043

♦神戸市立灘すずかけ幼稚園♦
『みんなの幼稚園』
申込不要
・日時…8/31（月）、9/7（月）、9/28（月） 10:30～12:00
・場所…本園
・対象…未就園児の親子
※実施内容は HP やポスターでお知らせしますのでご確認ください。
＊問合せ…078-861-4550

○灘児童館○ 申込不要
『なかよしひろば』
・日時…8/24（月）～9/30（水）の月・水曜日 9:30～12:30
・対象…０歳～就学前の乳幼児と保護者
＊問合せ…078-881-5030
○河原児童館○
『なかよしひろば 1 歳児タイム』 申込不要
・時…10:45～11:20 ・対象…概ね 1 歳児と保護者
・8/21（金）ママ手芸「マスコット作り」
『なかよしひろば赤ちゃんタイム』 申込不要
・時…10:45～11:20 ・対象…概ね 0 歳児と保護者
・8/25（火）ママ工作「ダブルウォータードーム」
『まなつのチームバトル』～コインをためておかしをゲットしよう～
・スタンプ押し ・ビー玉はしつかみ ・サイコロゲーム ・さかなつり
・8/5（水）①9:45～10:15 ②10:30～11:00 ③11:15～11:45
①②③各１２名（先着順）
『なかよしひろば赤ちゃんタイム・１歳児タイム』 ★要申込
・時…10:45～11:20 ・対象…0～未就園児と保護者
・9/8（火）講座「整理収納セミナー①」
・9/18（金）講座「整理収納セミナー②」
※合同です。セミナーは３回講座あります
＊問合せ…078-882-3886

☆おひさまコーナー☆（応援プラザ灘）
灘区役所６階のピンク色のマットの小さな遊びのコーナーです。お子
さんを遊ばせながら、応援プラザの保育士と子育てのことや身近な
遊び場所の情報、他いろいろお話しましょう。お気軽に声をかけてく
ださい。（事業などで不在の時もあります。ご了承ください）
育児電話相談しています
078-811-6201（月～金 9 時～17 時）

☆気象警報等が出ている場合は、開催を中止します。ご不明な点がありましたら、各問合せ先までご連絡ください☆

♦幼保連携型認定こども園 花音つばさこども園
『花音カフェ』 (参加費 200 円) ★要申込各回先着 5 組
*日時…8/14(金), 9/23(水) 10:00～
『感触あそび～寒天や絵の具に触ってみよう～』
★要申込先着 10 組
*日時…8/4(火) 10:00～
*対象…0 歳児
*参加費…無料
『感触あそび～寒天や絵の具に触ってみよう～』
★要申込先着 10 組
*日時…8/17(月) 10:00～
*対象…1 歳児
*参加費…無料
『感触あそび～寒天や絵の具に触ってみよう～』
★要申込先着 10 組
*日時…8/19(水) 10:00～
*対象…2 歳児
*参加費…無料
『お楽しみ会』 ★要申込先着 10 組
*日時…8/25(火) ,9/29(火) 10:00～
*対象…6 か月～未就園児
*参加費…無料
『園庭あそび～1 歳児クラスと遊ぼう！～』
★要申込先着 10 組
*日時…9/7(月) 10:00～
*対象…6 か月～未就園児
*参加費…無料
『運動会』 ★要申込先着 10 組
*日時…9/19(土) 9:00～
*対象…6 か月～未就園児
*参加費…無料
※すべて・場所…本園
・要申込については、10 日前までに電話予約
（平日のみ 9:00～17:00）してください。
※新型コロナウイルスの影響で中止になる場合があります
✪問合せ,申込み…078-801-0283
♦認定こども園 はっとこども園
『親子ふれあい広場』 申込不要
*日時…9/9(水), 9/23(水) 10:15～11:00
*対象…0 歳～6 歳 *場所…ランチルーム
※8 月の開催はありません。
✪問合せ…078-805-3810
♦認定こども園 高羽 COCORO
◎8, 9 月の『こころんひろば』
“ 乳児ふれあい遊び ”は実施しません。
✪問合せ…078-855-4137
♦琵琶 COCORO 保育園
『こころん広場』は 8,9 月お休みにします。
園庭開放もお休みにします
✪問合せ…078-881-7113

♦幼保連携型認定こども園 高羽幼稚園
『友達作ろう』 ★要申込
*日時…8/26(水) 14:30～15:30
*対象…未就園児とその保護者
*場所…本園
✪問合せ,申込み…078-851-0065

♦幼保連携型認定こども園 光愛児園
『一緒にあそぼう』 ★要申込
*日時…8/4(火), 8/25(火), 9/8(火) 10:20～11:00
*対象…8 か月～2 歳児未就園児
*場所…各保育室
『ベビーマッサージ＆手型アート』 ★要申込
*日時…8/8(土), 9/12(土) 10:10～11:40
*対象…5 か月～1 歳誕生
*場所…3 階遊戯室
✪問合せ,申込み…078-871-7010
♦幼保連携型 めばえの園認定こども園
☆プールあそび☆ ★要申込 各当日 10:00～受付
『水遊び』
*日時…8/3(月), 8/5(水), 8/7(金) 10:30～12:00
『8 月誕生会』 ★要申込
受付 8/3(月)～8/7(金) 9:30～17:00
*日時…8/21(金) 10:00～11:00 (11:00～園庭開放)
『製作あそび』 ★要申込 受付 8/21(金) 9:30～17:00
*日時…8/28(金) 10:00～11:00 (11:00～園庭開放)
『9 月誕生会』 ★要申込 受付 9/4(金) 9:30～17:00
*日時…9/11(金) 10:00～11:00 (11:00～園庭開放)
『製作あそび』 ★要申込 受付 9/11(金) 9:30～17:00
*日時…9/18(金) 10:00～11:00 (11:00～園庭開放)
※場所はすべてフリールーム、対象…1 歳～
『看護師を囲んで』 ★要申込 受付 9/21(金) 9:30～17:00
※健康相談など
*日時…9/28(金) 10:00～11:00 (11:00～園庭開放)
*対象…0 歳～ 保護者
*場所…フリールーム
◎コロナウイルス感染症拡大防止のため、すべて予約制となりま
す。しばらくの間は密を避けるため、7 組限定とさせていただき
ます。
◎通常の園庭開放は 8/17（月）より 10:00～12:00
当日 9:30～予約受け付け
◎つぼみくらぶは 8/12(水), 8/14(金)お盆休みです。
✪問合せ,申込み…078-806-3333

♦幼保連携型認定こども園 オリンピア都こども園
◎子育てサロン Olympia
『こひつじ』 ★要申込 親子 5 組
*日時…8/5(水), 8/19(水), 9/2(水), 9/16(水) 10: 00～11:00
*対象…1 歳未満親子 *場所…マザールーム
『こうさぎ』 ★要申込 親子 5 組
*日時…8/26(水), 9/9(水), 9/23(水) 10:00～11:00
*対象…1 歳以上親子 *場所…マザールーム
◎親子で English ★要申込(前回終了後から) 親子 5 組
*日時…8/26(水), 9/9(水) 9:30～10:00
*対象…特になし *場所…マザールーム
新型コロナウイルスの
影響で、中止になる
◎園庭開放 ★要申込 親子 5 組
場合もあります。
*日時…8/3(月), 9/7(月) 10:00～11:00
*対象…特になし *場所…園庭
✪問合せ,申込み…078-805-5165

♦幼保連携型認定こども園 神戸さくら保育園
『わらべうた・ベビーマッサージ』
全てコロナウィルス
『保育園案内』『保育体験』
終息後、再開予定
『子育て相談』
です。
✪問合せ…078-858-8101
★申し込み開始日の記載がないものの中に、すでに定員いっぱ
いになっている場合があります。ご了承ください。
★園庭開放は地域子育て応援プラザ灘 HP、または各園、
一覧表でご確認ください

♦幼保連携型認定こども園
八幡幼稚園・八幡ピジョン保育園
『ピジョンクラブ』
◎親子フィットネス ★要申込 5 組
*日時…8/7(金) 10:００～11:00
*対象…0 歳～2 歳 *場所…八幡幼稚園３F ホール
◎クッキング 「パフェを作ろう」 ★要申込 5 組
*日時…9/15(火) 10:００～11:00
*対象…0 歳～2 歳 *場所…八幡幼稚園北棟
✪問合せ,申込み…078-862-1330

子育てサークル情報

サークル活動 再開しました

参加 お待ちしています

…… 参加される方へ お願い ……
・体調が不安定な時は、ご家庭でお過ごしください
・参加される方は、検温・マスク（大人のみ）をよろしくお願いします
・ひろばの開催にあたり、事前に消毒や洗濯などをして対応しています
ご理解の上、ご参加ください

地域福祉センターへの問い合わせ、申し込み
は、記載活動日の時間内にお願いします

♥カンガルーっ子

『自由に遊ぼう』
＊日時・・8/7．8/28．9/11
（いずれも金） 10:00～11:30
『食育 ＆ 誕生会』
＊日時・・9/25（金） 10:00～11:30
※いずれも申込不要
※対象・・就学前の子どもとその保護者
◎場所・・稗田地域福祉センター
3F 活動コーナー1.2
（倉石通 4-1-10 倉石保育所東
側）
8/21（金） ベビーキャラバンがあります
✪問合せ  090-6609-4849（高橋）

♥八幡子育てサロン
8 月は、お休みです
『小さな秋祭り（アヒルすくいなど）』
※要申込 ８組
＊日時・・9/15（火） 10:00～11:30
※対象・・0 歳～就園まで
◎場所‥八幡児童館 (八幡町 2-4-22）
✪問合せ.申込は 078-821-0385

♥いわっこサークル
『リトミック』
＊日時・・8/25（火） 10:30～11:30
『ヤクルトさんの話』
＊日時・・9/8（火） 10:30～11:30
8/11（火）9/22（火）は、お休みです
※いずれも 当日 先着５組
※対象・・未就園児
◎場所・・岩屋地域福祉センター3Ｆ
（岩屋北町 2-5-3 西灘保育所スグ横）
✪問合せは  078-881-4918
（活動時間内のお問い合わせ）

♥西郷子育てサロン
『「おはなしきしゃぽっぽ」
谷口さんによる手あそび 他』
＊日時・・8/21（金） 10:30～11:30
『音楽療法士による音楽あそび』
＊日時・・9/18（金） 10:30～11:30
※いずれも申込不要
※どなたでも参加できます
◎場所・・西郷地域福祉センター2Ｆ
（阪神大石駅南）
✪問合せは 西郷ふれあいのまちづくり協議会
 078-882-0331

♥マリンキッズクラブ
『みずあそび』
＊日時・・8/28（金） 10:00～11:00
▽持ち物・・着替え、水遊びおもちゃ
『保育のお話
（保育コーディネーターさんによるお話）』
＊日時・・9/25（金） 10:00～11:00
8/14（金）9/11（金）は、お休みです
☆当面の間、マリンキッズのおもちゃの貸し
出しはありません
お家からおもちゃ（1.2 個）を持参していた
だいてもかまいません
※いずれも申込不要
※対象・・０歳～未就園児
◎場所・・灘地域福祉センター
(灘小学校北西)

✪問合せ  078-871-6837

※警報等が出ている場合は、開催を中止します。
ご不明な点がありましたら、地域子育て応援プラ
ザ灘までお問い合わせください。 811-6201

♥かめのこクラブ

9 月から再開します
♥百鳥の会
『工作・夏の思い出』
＊日時・・9/14(月) 10:00～11:30
※申込不要
✪問合せは
 822－6211 (成徳地域福祉
※対象・・0 歳～就園前
◎場所・・高羽地域福祉センター
センター)
（楠丘町 4-1-16）
✪問合せは  078-854-0481
サークル活動時間内にお問合せください

♥エンジェルキッズ
『音楽療法士さんによる音楽あそび』
＊日時・・9/8（火） 10:00～11:00
※対象・・0～3 歳までの乳幼児と保護者
※申込連絡先
右記のコードを読み取り、
事前参加申込をお願い
します
＊参加費・・100 円（おやつ代・保険代）
◎場所・・六甲地域福祉センター
（八幡町４-8-28）
✪問合せは  078-802-3104
（活動時間内のお問い合わせ）

♥わくわくひよこ組
＊日時…9/16（水） 13:00～14:00
（受付 12:55～13:00）
実施内容は、後日 HP やポスターでお知らせ
しますのでご確認下さい
※申込不要
※対象・・未就園児親子
◎場所・・灘すずかけ幼稚園
✪問合せは  078-861-4550
（灘すずかけ幼稚園）

♥ぱんだっこクラブ
『自己紹介・室内あそび』
＊日時・・9/4（金） 10:30～11:30
◎場所・・なぎさ地域福祉センター
（摩耶海岸通 2-3-4）
『音楽療法士さんによる音楽あそび』
＊日時・・9/18（金） 10:30～11:30
◎場所・・６番館１F
☆参加される方は、大人は、室内履きを
持参してください
※申込不要
※対象・・０歳から未就園児
※諸事情により、活動内容．場所が変更になる
場合があります

✪問合せは  078-871-6122

『プチ運動会』の予定です
内容が変更になる場合があります
＊日時・・9/1６（水） 10:00～11:30
詳しくは、オープンチャット
（かめのこクラブ※オンライン）でご確認ください
※対象・・０歳～未就園児と保護者
◎場所・・鶴甲地域福祉センター
（鶴甲小学校北校舎西側 1 階）
✪問合せは  078-822-8709

♥子育てサークルプリプリ
『親子あそび（地域子育て応援プラザ灘）』
＊日時・・9/4（金） 10:20～12:00
※申込不要
※対象・・就学前までのお子様と保護者
◎場所・・王子地域福祉センター
（阪急王子公園駅東口徒歩２分）

♥PIT IN しのはら
詳しくは、篠原福祉センター、篠原児童の
掲示板をご覧ください。
✪問合せは  078-801-5627

♥スマイル☆あそぼう会
『教えて 先輩! 情報交換会
（自己紹介．地域・幼稚園情報）』
＊日時・・9/11（金） 10:00～11:30
『自由遊び』
＊日時・・9/25（金） 10:00～11:30
◎場所・・成徳地域福祉センター
(成徳小学校内)
『しゃぼん玉あそび』
＊日時・・9/18（金） 10:00～11:30
◎場所・・いずれも大和公園
※いずれも申込不要
※対象・・０歳～就園前のお子様と保護者
見学、体験、入会 随時受付
✪問合せ  078-822-6211
（活動時間内のお問い合わせ）

＊参加費・・1 回 100 円／一家族
（保険料含む）
✪問合せは  078-881-9587

♥摩耶子育てサークル
『絵 本であそ ぼう♪』 ※要 申込 申込開 始日
8/1
＊日時・・9/7（月） 10:00～11:00
※対象・・0 歳～未就園児
※申込連絡先
下記アドレスに空メールを送信
してください
Email: kosodatemaya@gmail.com
◎場所・・摩耶地域福祉センター
（天城通 3-3-7）
✪問合せは  078-801-2059

♥絵本だいすきくらぶ

再開が決まりましたら、お知らせします
✪問合せ  090-6673-5216（谷）

8月の予定

申込不要で遊びに行けるところを紹介します

月

火

3

水

木

4

5

金

6

土

日
1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

㋚カンガルーっ子

10

11

12

13

17

18

19

20
㋚西郷子育てサロン
◎河原児童館

24
あおぞら保育（西灘公園）

25
◎河原児童館

26

27

◎灘児童館

㋚マリンキッズ

◎灘児童館

㋚カンガルーっ子

♥みんなの幼稚園
(灘すずかけ)

31

◎灘児童館

9月の予定

あおぞら保育（六甲風の郷公園）についてはお問い合わせください

月

火

水

木

1

2

金
3

◎灘児童館

7

日

4

5

6

11

12

13

18

19

20

26

27

㋚ぱんだっこクラブ
㋚プリプリ

8

♥ヤッホーランド（六甲山)
♥みんなの幼稚園(灘すずかけ)

土

9

10

◆親子ふれあい広場(はっと)
◎灘児童館

㋚スマイル☆あそほう会
㋚カンガルーっ子

◎灘児童館

保育所DEあおぞら
(西灘保育所)

14

15

㋚百鳥の会
♥ヤッホーランド（六甲山)

16

17

㋚わくわくひよこ組
◎灘児童館

㋚ぱんだっこクラブ
㋚スマイル☆あそほう会

◎灘児童館

㋚西郷子育てサロン

21

22

23
◆親子ふれあい広場(はっと)
◎灘児童館

24

あじさい講座

25
㋚スマイル☆あそほう会
㋚マリンキッズ
㋚カンガルーっ子

28
あおぞら保育（西灘公園）
♥ヤッホーランド（六甲山)

29

30
◎灘児童館

♥みんなの幼稚園(灘すずかけ)
◎灘児童館

【カレンダー紹介】 ㋚・・サークル

◆・・保育所（園）、認定こども園

＊子育て相談（要予約）：乳幼児の育児、栄養、歯科

・・・こども保健係

♥・・幼稚園

◎・・児童館

843－7001（代）

