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令和 2 年 12 月 1 日
神戸市地域子育て応援プラザ灘
・FAX 078-811-6201

＜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 先着順
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…①12/4（金）10:30～11:30 ②1/8（金）10:30～11:30
☆他の日時をご希望の方は調整させていただきますので、一度ご連
絡ください。

赤ちゃんひろば ★要申込 抽選 各回 3 組程度
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
①12/16（水）10:30～11:30
②12/23（水）14:00～15:00
☆①②申込受付 12/1（火）～12/7（月）
③ 1/20（水）14:00～15:00 ④1/28（木）10:30～11:30
☆③④申込受付・・1/6（水）～1/12（火）
親子遊びと食育の話 ★要申込 抽選 5 組程度
※保育所調理士によるセミナーと質問タイム
・対象…離乳食後期から完了期の未就園児と保護者
（概ね 10 か月から１歳半のお子様）
・日時…1/12（火） 10:00～11:00
・場所…灘区役所 5 階 健康教育室 申込〆切…12/18（金）

☆管理栄養士による食育セミナー☆
★要申込 抽選 各回１0 組程度
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…2/25（木） ①10:15～11:30
②13:30～14:45
場所…灘区役所 5 階健康教育室
申込受付・・2/8（月）～2/12（金）

♦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…12/7（月）、12/15（火）、1/25（月） 9:30～10:30
・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…12/14（月）、12/21（月）、1/18（月）、1/25（月）
10:30～12:00
・対象…未就園児の親子 ・場所…本園
※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

□灘区あじさい講座□ ★要申込
『親子の学び教室～楽しい Xmas リトミック～』
・日時…12/19（土）10:30～11:30
・対象…0 歳～3 歳のお子さんと保護者
・場所…灘区文化センター５階大会議室
＊問合せ・申込み…灘区あじさい講座事務室 078-841-1796

☆あおぞら保育☆ 申込不要
公園で体操やかけっこをして一緒に遊びましょう！
・日時…12 月 21 日（月） 10:00～11:00 ※12 月は第 3 月曜
1 月 25 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）
☆保育所 DE あおぞら☆ 申込不要
西灘保育所のお庭で遊びましょう。
時間内であれば、いつ来ていつ帰っても大丈夫です。
・日時…12/10（木）、1/15（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
親子ふれあい遊び『体験保育』 ★要申込 抽選 5 組
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
〇オリンピア都こども園

※募集組数 5 組

全2回

日時…1/18（月）、1/19（火） いずれも 10:00～11:30 頃
参加費…500 円（給食１回、おやつ１回）
申込〆切‥12/23（水）

☆すくすくキッズコーナー☆ ☆ぐんぐんキッズ☆
☆すくすくキッズコーナー ★要申込 抽選 各回 12 組程度
・対象…2 歳未満の未就園児と保護者、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 組程度
・対象…概ね 2 歳以上の未就園児と保護者
・時間…14:00～15:00
日時 ①1/7（木） ②1/21（木） ※どちらか 1 日お選びください
①②申込受付 12/14（月）～17（木）
③2/4（木） ④2/18（木） ※どちらか 1 日お選びください
③④申込受付 1/18（月）～21（木）

○灘児童館○ 申込不要
『なかよしひろば』
・日時…12/2（水）～12/23（水）の月・水曜日 9:30～12:30
1/13（水）～1/27（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』 申込不要
・時…10:45～11:20
・場所…遊戯室
＊赤ちゃんタイム・対象…概ね 0 歳児と保護者
・ママ工作「ジャラジャラ」 12/8（火）
・ママ工作「コロコロ BOX」 1/12（火）
・ママのホットティータイム 1/26（火）
＊１歳児タイム ・対象…概ね１歳児～幼児と保護者
・ママのホットティータイム 12/4（金）
・ママ手芸「フワフワメッセージカード」 1/15（金）
＊赤ちゃんタイム・１歳児タイム合同 ・対象…0 歳～幼児と保護者
・クリスマス会 12/22（火）
＊問合せ…078-882-3886

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止または変更になる場合があります。
各問合せ先までご確認ください。
☆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 各回抽選 5 組
*日時…12/9(水), 1/13(水) 10:00～
*対象…6 か月～未就園児
『絵本広場』 ★要申込 先着 5 組
*日時…12/17(木), 28(月), 1/18(月), 20(水) 10:00～
*対象…6 か月～未就園児
*参加費…無料
『お楽しみ会』 ★要申込 各回先着 5 組
*日時…12/22(火) , 1/26(火) 10:00～
*対象…6 か月～未就園児
*参加費…無料
『クリスマス会』 ★要申込 先着 5 組
*日時…12/25(金) 10:00～
*対象…6 か月～未就園児
*参加費…無料
『おもちつき会』 ★要申込 先着 5 組
*日時…1/7(木) 10:00～
*対象…6 か月～未就園児
*参加費…無料
『園庭遊び（0 歳児）』 ★要申込 先着 5 組
*日時…1/14(木) 10:00～
*対象…0 歳児(歩行が確立している) *参加費…無料
『電話相談会』 ★当日電話受付
*日時…12/22(火), 1/26(火) 10:00～
*対象…6 か月～未就園児
*参加費…無料 通話料が別途発生します。
※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

高羽 COCORO

◎乳児ふれあい「こころん広場」
★要予約受付 1/12(火) ～
*日時…1/22(金) 10:00～11:00
*対象…首が座っているお子さま～
1 歳 2 か月くらい
*場所…本園 北館幼児保育室
※12 月はありません。
✪問合せ,申込み…078-855-4137

♦同朋保育園
子育て広場『はぐくみ』
★要申込 各回先着 3 組
*日時…12/3(木), 12/10(木), 1/28(木)
10:00～11:00
*対象…3 歳まで
*場所…本園または東館「ひまわり」
✪問合せ,申込み…078-861-1624

♦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…12/9(水), 12/23(水),
1/13(水), 1/27(水)
*時間…10:15～11:00
*対象…0 歳～6 歳
*場所…本園 ランチルーム
※新型コロナウィルスの状況によっては
変更または中止の場合があります。
問合せ…078-805-3810

♦琵琶 COCORO 保育園
『こころんひろば』 ★要申込 5 組
申込受付 12/1(火)～
*日時…12/15(火) 10:00～11:00
*対象…首が座ったお子さま～12 か月
*場所…本園 保育室
※1 月はお休みです。
問合せ,申込み…078-881-7113
★申し込み開始日の記載のないものの
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、一覧表ご確認くださ
い。

♦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…12/2(水), 1/6(水), 1/20(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…12/23(水), 1/13(水), 1/27(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 親子 5 組
*日時…12/2(水), 1/13(水) 9:30～10:00
*対象…特になし *場所…マザールーム
◎クリスマスを楽しもう ★要申込 親子 5 組
*日時…12/21(月) 10:00～11:00
*対象…特になし *場所…マザールーム
◎園庭開放 ★要申込 親子 5 組
*日時…12/7(月) 10:00～11:00
*対象…特になし *場所…園庭
※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…078-805-5165

♦幼保連携型めばえの園認定こども園
『製作あそび』 ★要予約申込 各回 7 組
*日時…12/4(金), 1/22(金) 10:00～11:00
（11:00～園庭開放）
『12 月 誕生会』 ★要予約申込 7 組
*日時…12/11(金) 10:00～11:00
（11:00～園庭開放）
『1 月 誕生会』 ★要予約申込 7 組
*日時…1/15(金) 10:00～11:00
（11:00～園庭開放）
◎場所はすべてフリールーム、園庭 対象…1 歳～
『栄養士を囲んで』 ★要予約申込 7 組
*日時…12/16(水) 10:00～11:00
（11:00～園庭開放）
*対象…5 か月～
*場所…フリールーム
※申込についてはそれぞれ 1 週間前の 9:30～17:00 に受け付け
ます。
※コロナウイルス感染拡大防止のため、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。
※通常の園庭開放は当日 9:30～予約を受け付けます。
※つぼみクラブは 12/22(火)～1/7(木)の間 冬休みとさせて
いただきます。
✪問合せ,申込み…078-806-3333

♦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 各 2 組
*日時…12/1(火), 12/15(火)
10:20～11:00
*対象…0 歳児クラス、1 歳児クラス、
2 歳時クラス、のそれぞれ未就園児
*場所…各保育室
『ベビーマッサージ＆手型アート』
★要申込 3 組
*日時…12/12(土), 1/16(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

♦神戸さくら保育園
『保育園案内』 ★要申込
*日時…毎週金曜日 9:30～
(30 分程度)
*対象…未就学児
*場所…本園
※施設内へ入る際、検温と消毒のご協力を
お願いします。
マスクは着用してきてください。
問合せ,申込み…078-858-8101

♦認定こども園

六甲道 COCORO

『こころんはあと』 ★要申込 各回 5 組
～親子でいっしょに遊ぼう！～
*日時…12/3(木), 12/17(木), 1/21(木)
10:00～11:00
*対象…未就園児と保護者
*場所…琵琶町集会所
※場所の詳細は、お電話か園のブログで
ご確認ください。
✪問合せ,申込み…078-882-1541

♦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
『通して遊ぼう リース作り』 ★要申込 5 組
*日時…12/21(月) 10:00～11:00
*対象…2 歳以上
*場所…八幡幼稚園北棟
『親子フィットネス』 ★要申込 5 組
*日時…1/20(水) 10:00～11:00
*対象…1 歳～2 歳
*場所…八幡幼稚園北棟
※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…078-862-1330

♦ricco 六甲保育園
『子育て電話相談窓口』 申込不要
*日時…毎週火・木曜日
13:00～14:00
*対象…0 歳～未就学児の保護者
*電話…078-842-6555

サークル活動に参加される方へ

子育てサークル情報

参加 お待ちしています
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

♥わくわくひよこ組
『内容未定』
＊日時…12/9．1/20（いずれも水）
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）

♥PIT IN しのはら
＊日時・・12/11、1/8（いずれも金）
10:00～11:00
※要申込 先着 10 組
＊参加費・・無料
詳しくは、QR コードにて
ご確認ください
✪問合せは
 078-801-5627

♥ぱんだっこクラブ
『今日の遊び ＆ おもちゃで遊ぼう』
＊日時・・12/4（金） 10:30～11:30
『クリスマス会と役員決め』 〆切 12/11（金）
＊日時・・12/18（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
1/1（金）は、お休みです
『リトミック』
＊日時・・1/15（金）10:30～
◎場所・・６番館１Ｆ
11:30
※いずれも要予約 先着 ８組
☆参加される保護者の方は、
室内履きをご持参ください
要申込については、QR コードを
読み取り、事前参加申込をお願いします
活動内容，場所が変更になる場合がありま
すので、「ばんだっこブログ」をご確認下さい
※対象・・０歳から未就園児
✪問合せは  078-871-6122

♥スマイル☆あそぼう会
『ママのための絵本学講座』
＊日時・・12/11（金） 10:00～11:30
『クリスマスパーティ』
＊日時・・12/25（金) 10:00～11:30
『音楽遊び♪』
＊日時・・1/8（金） 10:00～11:30
『自由遊び』
＊日時・・1/22（金） 10:00～11:30
◎場所・・いずれも成徳地域福祉センター
(成徳小学校内)
『リース作り』
＊日時・・12/18（金）
10:00～11:30
『ビニール袋で凧あげ』
＊日時・・1/15（金）
10:00～11:30
◎場所・・いずれも大和公園
（雨天中止）
すべて※要申込 定員１２組
※予約方法
QR コードを読み取るか、オープンチャットに
て
スマイル☆あそぼう会を検索、事前予約を
お願いします
※対象・・０歳～就園前のお子様と保護者
✪問合せ  078-822-6211
（活動時間内のお問い合わせ）

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人数制限を設けている所が
あります
・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、親子とも検温し、保護者の方は、マスクの着用を
お願いします
・詳しくは、各サークルにお問い合わせください
♥百鳥の会
『るんるんコンサート』
※申込不要
＊日時・・12/7(第 1 月) 10:30～11:30
『カレンダー作り』
※申込不要
＊日時・・1/18（月) 10:30～11:30
△持ち物・・お子様の写真をお持ちください
プログラムのはじめに、地域のボランティア
グループ「くじらぐも」さんによる絵本のよみ
きかせを予定しています
※対象・・0 歳～就園前
◎場所・・高羽地域福祉センター
（楠丘町 4-1-16）
✪問合せは  078-854-0481

♥いわっこサークル
『るんるんコンサート

※要予約 先着 ５組

＜るんるんパネラーさん＞』

＊日時・・12/8（火） 10:30～11:30
『クリスマス会 ＆ 次期役員決め』
※要予約 先着 10
組
＊日時・・12/22（火） 10:30～11:30
『お正月遊び
※要予約 先着 ５組
<西灘保育所の保育士さん>』
＊日時・・1/12（火） 10:30～11:30
『手形アート ＆ いわっこバザール』
※要予約 先着 ５組
＊日時・・1/26（火） 10:30～11:30
※対象・・０歳～未就学児とその保護者
※予約方法
右記のコードを読み取り、
事前参加申込みをお願い
します
◎場所・・岩屋地域福祉
センター3 階
（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）

♥エンジェルキッズ
『クリスマス会』 申込開始日 11/18
＊日時・・12/18（第 3 金） 10:00～11:00
『手型作り』 申込開始日 12/18
＊日時・・1/15（第 3 金） 10:00～11:00
『おひな様作り』 申込開始日 1/15
＊日時・・2/19（第 3 金） 10:00～11:00
※対象・・0～3 歳までの乳幼児と保護者
※いずれも要申込先着 10 組
※申込連絡先
程度）
右記のコードを読み取り、
メールを送信し、事前申込を
お願いします
＊参加費・・毎回 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）

♥かめのこクラブ
『クリスマス会』 ※事前予約制
＊日時・・12/9（水） 10:30～
『保育士さんと遊ぼう』 ※事前予約制
＊日時・・1/20（水） 10:30～
詳しくは、オープンチャットでご確認ください
「かめのこクラブ*オンライン」予約多数の場
合
は、抽選を行います
興味のある方は、鶴甲地域のバス停付近の
掲示板にチラシが貼ってありますので、QR
コードを読み取って登録をしてください
※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
『自由遊び ♪』 申込開始日 12/4 正午～
＊日時・・1/8（第 2 金） 10:20～12:00
『たのしい「人形劇」』 申込開始日 1/8 正午
～
ともしびこけしさんの人形劇です
＊日時・・2/5（金） 10:20～12:00
※いずれも要申込 先着順 １0 組
※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）

※申込連絡先
QR コードから LINE の
オープンチャットに参加し
申し込みをしてください
当日空きがあれば、
当日申込も可能ですが
人数制限があります
＊参加費・・1 回 100 円／一家族
（保険料含む）

♥摩耶子育てサークル
『クリスマ会』 12/7（月） 申込定員残りわずか
～フルートと絵本でクリスマス～
1 月は、お休みです
『親子遊び』 ※要申込 申込開始日 12/8
＊日時・・2/1（月） 10:00～11:00
『親子遊び』 ※要申込 申込開始日 2/2
＊日時・・3/1（月） 10:00～11:00
※対象・・0 歳～未就園児
※申込連絡先 （先着 7 組程度）
下記アドレス（QR コード）へ、
メールをしてください
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 活動時間内 078-801-2059

♥絵本だいすきくらぶ
＊日時・・12/14（月） ① 10:00～11:00
② 11:00～12:00
①②どちらかでお申し込みください
※要申込 先着 各 6 組
＊日時・・1/11（祝月) 10:30～11:30
※要申込 先着 6 組
◎場所・・水道筋会館 2F
※対象・・未就学児親子
※申込開始日
その月の１日 9 時～
※申込方法
 090-6673-5216（谷）
の SMS または
右記のコードを読み取り、事前参加申込を
お願いします

♥カンガルーっ子
『絵本の会』 申込不要
＊日時・・12/4（金） 10:00～
『クリスマス会・誕生会』 ※要申込
＊日時・・12/18（金） 10:00～
1/8（金）は、お休みです
『節分・誕生会』 申込不要
＊日時・・1/22（金） 10:00～
※対象・・0 歳～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Ⅰ
（倉石通 4-1-10 倉石保育所東側）
✪問合せ・申込み  090-6609-4849（高橋）
※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

♥西郷子育てサロン

♥マリンキッズ

♥八幡子育てサロン

『クリスマス会』
※申込不要
*日時・・12/18（金） 10:30～11:30
『「お はなしきしゃぽっぽ」
谷口さんによる手あそび 他』 ※申込不要
＊日時・・1/15（金） 10:30～11:30

『クリスマス会』
＊日時・・12/25（金） 10:00～11:00
『節分工作』
＊日時・・1/22（金） 10:00～11:00
△持ち物・・はさみ、のり
〇最新情報は、LINEオープンチャットでお知ら
せ します。QRコードを読み
取ってご参加ください
※いずれも申込不要
※対象・・０歳～未就学児
◎場所・・灘地域福祉センター

『クリスマス会』
＊日時・・12/15（火） 10:15～11:00
◎場所・・六甲地域福祉センター（現地集合）
『楽しい手遊び歌遊び』
＊日時・・1/19（火） 10:15～11:00
◎場所‥八幡児童館 (八幡町2-4-22）
※い ずれも要申込 10組
※対象・・0歳～就園まで
✪問合せ．申込は  078-821-0385

※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

(灘小学校北西)

✪問合せ  078-871-6837

カレンダーは、申込不要で遊びに行けるところを紹介しています。当日先
着順であったり、人数制限のあるところもありますので、 詳しくは，内面の
子育てサークル情報でご確認ください

12月の予定
月

火

水

木

1

2

金
3

◎灘児童館

7
㋚百鳥の会
♥ヤッホーランド（六甲山)

9
㋚わくわくひよこ組
◆親子ふれあい広場(はっと)

◎灘児童館

日
5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

㋚カンガルーっ子
◎河原児童館

8
◎河原児童館

土
4

10
保育所DEあおぞら
(西灘保育所)

◎灘児童館

14
♥みんなの幼稚園(灘すずかけ)
◎灘児童館

15
♥ヤッホーランド（六甲山)

21
あおぞら保育（西灘公園）

16

17

◎灘児童館

㋚西郷子育てサロン
㋚カンガルーっ子

22
◎河原児童館

23

24

◆親子ふれあい広場(はっと)

♥みんなの幼稚園(灘すずかけ)
◎灘児童館

㋚マリンキッズ

◎灘児童館

28

29

1月の予定

30

31

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
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火

水

木

金

土

日

1

2

3

8

9

10

15

16

17

22

23

24

29

30

31

元日

4

5

11
成人の日

12
◎河原児童館

6

7

13

14

◆親子ふれあい広場(はっと)
◎灘児童館

㋚西郷子育てサロン
◎河原児童館
保育所DEあおぞら
(西灘保育所)

18

19

㋚百鳥の会
♥みんなの幼稚園(灘すずかけ)

20

21

㋚わくわくひよこ組

㋚カンガルーっ子

◎灘児童館

㋚マリンキッズ

◎灘児童館

26

25

◎灘児童館
あおぞら保育（西灘公園）

◎河原児童館

♥みんなの幼稚園(灘すずかけ)
♥ヤッホーランド（六甲山)

【カレンダー紹介】

27

28

◆親子ふれあい広場(はっと)
◎灘児童館

㋚・・サークル

◆・・保育所（園）、認定こども園

・・・西灘公園
地域子育て応援プラザ灘
＊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

＊あおぞら保育（10:00～11:00）

811－6201
843－7001（代）

