あなたの子育て応援します
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発行 地域子育て応援プラザ灘

「おひさまだより」は子育て中のみなさんの応援紙です。どうぞご活用ください。
☎・Fax ０７８－８１１－６２０１
子育てステーション“おひさま”（地域子育て応援プラザ灘）
☆保育所 DE あおぞら☆ 申込不要
『子育てステーションおひさま』は区役所６階にあります。親子でホッと一息
ついて遊べるスペースや授乳室、身長・体重計もありますよ。
『おひさま』では子育てに関する相談を保育士が受けています。
また地域の子育て関連情報もありますので気軽に職員にお声を
掛けてください。（事業等で不在の時もあります。ご了承ください）
なだパパママねっと、神戸市公式 HP も見てくださいね！
なだパパママねっと

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。
たくさんの元気なお友達、待っています！
日 時・・12/17 (月), 1/10(木), 2/20(水)
いずれも 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。10 時の時点で気象警報が発令されている場合も中止です.
※天候によって当日とりやめることもあります。
＊問合せ・・地域子育て応援プラザ灘 078-811-6201

☆赤ちゃんひろば☆

☆あおぞら保育☆ 申込不要
お外の好きなお友達、一緒に遊びましょう！
日時・・1/28（月）, 2/25（月）, 3/25（月）10:00～11:30
場所・・西灘公園（西郷地域福祉センター西側）
※雨天中止。7 時の時点で気象警報が発令されている場合も中止です。
※六甲風の郷公園はお問い合わせください。
＊問合せ・・地域子育て応援プラザ灘 078-811-6201

★要申込み各回先着 5 組

先着順
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？
※第一子のお子様・初めての方優先です
今回、「午後の赤ちゃんひろば」もあります。
場所・・やはた桜保育所地域支援ルーム（八幡町 2-1-1）
①5 ヶ月までの赤ちゃんと保護者・・ 12/ 14（金） 14:00～15:00
〃
・・ 12/27（木） 10:30～11:30
②6 ヶ月から 1 歳未満の未就園児と保護者・・12/17（月） 10:30～11:30
〃
・・12/25（火） 14:00～15:00
☆①②申込受付 12/3（月）9:00～

☆親子ふれあい遊び（体験保育）☆

★要申込み
抽選 10 組
認定こども園で親子一緒に遊んだり、友達づくりをしませんか？
・対象・・1 歳 6 ヶ月以上の未就園児と保護者
・時間・・10:00～11：30 （予定）
抽選
・回数・・4 回来ていただきます
◎オリンピア都こども園
参加費 1000 円（給食 1 回、おやつ 3 回）
1/9, 1/16, 1/23 , 1/30 （すべて水）
※募集組数 10 組
★要申込み・・〆切 12 月 21 日（金）
＊問合せ・申込み・・地域子育て応援プラザ灘 078-811-6201
※土日祝を除く 9:00～17:00

③5 ヶ月までの赤ちゃんと保護者・・ 1/ 18（金）10:30～11:30
〃
・・ 1/25（金）14:00～15:00
④ 6 ヶ月から 1 歳未満の未就園児と保護者・・1/23（水） 10:30～11:30
〃
・・1/30（水） 14:00～15:00
☆③④申込受付・・1/7(月)9:00～

☆子育てセミナー「親子遊びと食育の話」☆要申込み抽選５組

＊問合せ・申込み・・地域子育て応援プラザ灘 078-811-6201
※土日祝を除く 9:00～17:00

☆離乳食講座☆

☺保育所調理士を囲んで食事について話をしませんか？
対象・・離乳食後期から普通食移行期の未就園児と保護者
(概ね１0 ヶ月から１歳半のお子さま)
５組
抽選
日時・・1/24（木） 10:30 ～ 11:30
場所・・やはた桜保育所地域支援ルーム（八幡町 2-1-1）
★要申込み・・〆切 1/10（木）
＊問合せ・申込み・・地域子育て応援プラザ灘
078-811-6201
※土日祝を除く 9:00～17:00

★要申込み各回先着５組

保育所調理士が作った離乳食を実際に試食したり、
先着順
保育所の０歳児の給食の様子を見ていただきます。
・対象 妊婦さんから概ね８ヶ月の赤ちゃんをお持ちの保護者の方 ５組
・時間 10:30～11:30
・場所 やはた桜保育所地域支援ルーム（八幡町 2-1-1）
・日程 12/１9（水）・・申込期間 12/3～12/5 10:00～17:00
1/9（水）・・・・
〃
12/25～12/27
〃
＊問合せ・申込み・・やはた桜保育所 078-821-5271

◇神戸市立灘すずかけ幼稚園◇

◇神戸市立六甲山幼稚園◇

申込不要

『ヤッホーランド（みんなの幼稚園）』
・日 時・・12/4（火）, 1/21（月）, 1/28（月） すべて 9:15～
・対 象・・４歳までの未就園児
・場所・・本園
・持ち物・・上靴（なければ外靴の底を拭いたもの）、水筒、ハンカチ、ティッシ
ュ、帽子、その他遊びの内容によって変更あり
☆行事等で変更になる場合があります。詳しくは HP でお確かめください。
＊問合せ・・ 078-891-1043

申込不要

『みんなの幼稚園』
・日時・・12/17（月）10:30～12:00
・対象・・未就園児親子
・場所・・本園遊戯室
『みんなの幼稚園 （ひよこ組）』
・日時・・12/19（水）13:00～14:00
・対象・・３歳児親子（H.26.4.2～H.27.4.1 生）
・場所・・本園遊戯室
園庭開放『幼児のひろば』
月・火・木・金・・14:00～16:00
水・・12:00～14:00（園庭でお弁当を食べることもできます）
※小学２年生以下が利用できますが、小学生未満は、必ず保護者の付き
添いが必要です。天候によって当日とりやめることもあります。教師の出
張や行事などの理由により、あらかじめ実施しない日もありますので、
詳細は HP でご確認ください。
※上記のひよこ組実施日に、少し早めに幼稚園に来ていただいて利用して
いただくことも可能です
※詳細、1 月の予定は HP やポスターでお知らせします
＊問合せ・・ 078-861-4550

☆すくすくキッズコーナー☆ ★ぐんぐんキッズ★
申込不要
子育て中のお母さんとお子さんのくつろぎの場です。開催時間内は、
いつ来ていつ帰っていただいても結構です。
日時・・毎月第１、３木曜日・・12/6, 12/20, 1/17, 2/7, 2/21, 3/7
場所・・区役所５階健康教育室
（1/3 はお休みです）

☆すくすくキッズ
コーナー☆
対象：満２歳までの
未就園児と保護者
時間：10:00～11:30
11 時からは親子ふれあい
遊びをしています。
お気軽にご参加ください。

保育所（園）認定こども園の園庭開放について
12 月以降、園行事等で日程に変更がある場合があります。
各園の掲示板、HP などでご確認ください。
基本情報は、応援プラザ灘 HP、区役所（チラシ）で見て
いただけます。
プラザ HP

★ぐんぐんキッズ★
対象：満２歳以上の
未就園児と保護者
時間：13:30～15:45
15:00～15:30 は簡単な体
操や絵本、
ゲーム遊びなど
をしています。
元気なお友
達待っています！

☆神戸市地域に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、各問合わせ先までご連絡ください。
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♦ゆりか認定こども園

♦認定こども園高羽 COCORO
『こころんひろば』
◎乳児ふれあいあそび★要申込
＊日時…1/25（金)10:00～11:00※受付 1/10（木）～
＊対象…首がすわっているお子様～1 歳 2 か月ぐらい
＊場所…北棟 2 階保育室
※12 月のこころんひろばはお休みです

✪問合せ、申込み…078-855-4137

♦オリンピア都こども園
『子育てサロン olympia』
申込不要

♦幼保連携型認定こども園 花音つばさこども園
場所はすべて
マザールーム

◎こひつじ（1 歳未満親子）
＊日時…12/20, 1/17（すべて木）10:00～11:30
◎こうさぎ（1 歳以上親子）
＊日時…12/27, 1/10, 1/24（すべて木）10:00～11:30
『クリスマスオーナメントを作ろう』★要申込 親子 10 組
＊日時…12/6（木）10:00～11:00
※12/3（月）10:00～電話受付
＊対象…1 歳 6 ヶ月以上
『クリスマスピアノコンサート』★要申込 親子 10 組
＊日時…12/19（水）10:00～11:00
※12/10（月）10:00～電話受付
＊対象…特になし
『二ャリみゆきさんによる“音楽で語る子育てセミナー”』★要申込 親子 15 組
＊日時…1/28（月）10:00～11:00
※1/15（火）10:00～電話受付
＊対象…特になし
『親子で English』 ★要申込 親子 15 組
＊日時…12/5（水）9:30～10:30※前月の English 終了後から電話受付
＊対象…特になし
✪問合せ、申込み…078-805-5165

♦同朋保育園

♦灘保育所

『花音カフェ』(参加費 200 円) ★要申込 各回先着 5 組
＊日時…12/11,1/15（すべて火）10:00～11:00
＊対象…6 ヶ月～未就園児
＊場所…本園
※10 日前までに予約してください
★要申込
『おもちつき会』
※各回 10 組先着で電話
＊日時…12/12(水)10:00～11:00
受付します
『クリスマス会』
※10 日前までに予約して
＊日時…12/20(木)10:00～11:00
ください
『お楽しみ会』
＊対象…6 ヶ月～未就園児
＊日時…12/25(火)10:00～11:00
＊場所…本園
『花音であそぼう（園庭であそぼう）』 ※無料
＊日時…1/18(金)10:00～11:00
※持ち物は申込時に
『お楽しみ会』
お問い合わせください
＊日時…1/22(火)10:00～11:00
✪問合せ、申込み…078-801-0283

子育て広場『はぐくみ』 申込不要
『もちつき』★要申込 15 組まで
＊日時…1/17,1/24, 1/31
＊日時…1/11（金）10:00～11:00
（すべて木）10:00～11:00
＊場所…園庭
＊対象…3 歳未満 ＊場所…新園舎 ＊対象…1 歳以上
※12 月は新園舎引っ越し準備のためお休みです ※水分補給用のお茶を持ってきてください
✪問合せ、申込み…078-861-3844
✪問合せ…078-861-1624

♦誠佛保育園
『親子で和菓子作り』★要申込 10 組
＊日時…12/13(木）10:00～11:30
＊対象…1 歳半～就学前
※持ち物…スプーン、空のお弁当箱、エプロン

『親子で運動あそび』★要申込 10 組
＊日時…1/15（火）10:00～11:30
＊対象…1 歳～就学前
※場所はどちらも本園保育室
✪問合せ、申込み…078-851-1944

電話での

『絵本マイスターによる絵本読み聞かせ』★要申込各回 15 組
お申込は
＊日時…12/18（火）,1/16（水）10:00～11:00 ＊対象…6 ヶ月～2 歳
9：30～
『専任講師による親子ふれあい運動あそび』 ★要申込各回 15 組
お願いしま
＊日時…12/6, 1/24（すべて木）10:00～11:00 ＊対象…6 ヶ月～2 歳
す
『クリスマス・リース作り』 ★要申込
＊日時…12/4（火）10:00～11:00 ＊対象…1 歳～2 歳
※場所はすべて本園
✪問合せ、申込み078-871-0132

♦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…12/12, 12/26, 1/9, 1/23
（すべて水)10:15～11:00
＊対象…0 歳～6 歳
＊場所…ランチルーム
✪問合せ…078-805-3810

♦幼保連携型めばえの園認定こども園
『つぼみクラブ』

…
◎栄養士を囲んで ～時短メニュー他～
★要申込 10 組まで
078-801-0283
＊日時…12/5（水）10:00～11:00（11:00～園庭開放）
＊対象…5 ヶ月～
◎制作あそびと 12 月誕生会 申込不要
＊日時…12/10（月）10:00～11:00(11:00～園庭開放)
＊対象…1 歳～
※誕生児のみ申込必要 10 組まで
◎制作あそびと 1 月誕生会 申込不要
＊日時…1/11（金）10:00～11:00（11:00～園庭開放）
＊対象…1 歳～
※誕生児のみ申込必要 10 組まで
※場所はすべてフリールーム
※つぼみくらぶは園庭開放のクラブです。10:00～12:00 の間、室内や
園庭で遊んでいただけます。毎月、誕生会と身体計測を行っています。
※年間を通して子育て相談（随時、予約制）、ベビーマッサージ、親子遠足
などの行事もあります。
※12/20（木）～1/8（火）の間、冬休みとさせていただきます。

♦琵琶 COCORO 保育園

✪問合せ、申込み…078-806-3333

♦石屋川保育所
『にこにこサロン』 申込不要
◎ミュージックケアの先生による音楽リズムあそび
＊日時…12/10, 1/21（すべて月）10:30～10:50 頃
＊対象・・・未就園児
＊場所…石屋川保育所
『石屋川アンサンブルコンサート』
★要申込先着 10 組
＊日時…12/20（木）10:10～10:50（10:00～受付）
※12/3（月）10:00～電話受付開始
＊対象・・・未就園児
＊場所…4,5 歳児保育室
✪問合せ・・・078-854-1707

♦認定こども園六甲道 COCORO
『こころんひろば』 ★要申込
『クリスマス会』 ★要申込
＊日時…12/21（金）10:00～11:00
＊日時…12/19（水）10:00～11:00
※受付 12/3（月）～
＊対象…1 歳～5 歳
＊場所…本園
1/18（金）10:00～11:00
『リトミック』 ★要申込
※受付 1/4（金）～
＊日時…・1/16（水）10:00～10:45
＊対象…首がすわっているお子様
＊対象…1 歳～5 歳
＊場所…本園
～1 歳 2 か月までのお子様
『体育あそび』 ★要申込
＊場所…2 歳児保育室
＊日時…12/19(水)、1/18（金） ＊場所…保育室または公園 ✪問合せ、 申込み078-881-7113
9:50～10:10→2 歳（H27,4/2～H28,4/1 生まれ対象）
★申し込み開始日の記載が
10:15～10:45→3 歳（H26,4/2～H27,4/１生まれ対象）
ないものの中に、すでに定員
♦幼保連携型認定こども園 神戸さくら保育園
『英語であそぼう』 ★要申込
いっぱいになっている場合が 子育てサロン『さくらんぼ』 ★要申込
＊日時…12/18（火）
＊場所…本園
あります。ご了承ください。
＊日時・・・12/4（火）10:30～11:30
9:50～10:10→2 歳（H27,4/2～H28,4/1 生まれ対象）
＊対象・・・0 歳～2 歳
＊場所…0 歳児保育室
10:15～10:45→3 歳（H26,4/2～H27,4/1 生まれ対象）
『誕生日会』
★要申込
✪問合せ、申込み…078-882-1541
＊日時・・・12/13, 1/10（すべて木）10:00～11:00
＊対象・・・0 歳～未就園児と保護者 ＊場所…2Ｆホール
♦やはた桜保育所鶴甲分室
『クリスマス会』 ★要申込
♦幼保連携型認定こども園
『おはなしの会』★要申込
＊日時・・・12/20（木）10:00～10:30
八幡幼稚園・八幡ピジョン保育園
＊日時…12/6（木）10:00～11:00
＊対象・・・0 歳～未就園児と保護者 ＊場所…2Ｆホール
『ぽっぽクラブ』
＊対象…就学前まで
場所…幼児室
『保育体験』 ★要申込
◎親子でフィットネス ★要申込 6 組
✪問合せ、申込み…078-821-1900
＊日時・・・毎月第 2,4 土曜日 10:00～11:00
＊日時…12/17（月）10:00～11:00
＊対象・・・0 歳～未就園児と保護者 ＊場所…乳児保育室
＊対象…2 歳児とその保護者
♦幼保連携型認定こども園 光愛児園
『保育見学』 ★要申込
◎作って遊ぼう
★要申込 6 組
『一緒にあそぼう』 ★要申込
＊日時・・・毎月第 2,4 木曜日 10:20～11:00
＊日時…1/28（月）10:00～11:00
＊日時…12/11, 1/29（すべて火）
＊対象・・・0 歳～未就園児と保護者
＊場所…本園
＊対象…2 歳児とその保護者
10:30～11:20
※保育教諭、保健師と一緒に育児のお話してみませんか？
※場所はどちらも八幡幼稚園
＊対象…1 歳誕生～２歳 ＊場所…保育室
※誕生月のお子様はお誕生会に身体測定も実施しています。
✪問合せ、申込み…078-871-7010
✪問合せ、申込み…078-862-1330
✪問合せ、申込み…078-858-8101
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♥百鳥の会

♥カンガルーっ子
『地域の人と一緒にクラフト作り』 ※申込不要
子育てサークル情報
＊日時・・12/7（第１金） 10:00～11:30
『クリスマス会』 ★要申込 12/7 に申込用紙
を配布し、受付をします
＊日時・・12/21（第３金） 10:00～11:30
『節分』 ※申込不要
＊日時・・1/25（金） 10:00～11:30
参加 お待ちしています
1/11（金）は、お休みです
※対象・・就学前の子どもとその保護者
地域福祉センターへの問い合わせ、申し込みは、
◎場所・・稗田地域福祉センター３F 活動Ⅰ
記載活動日の時間内にお願いします
（倉石通 4-1-10 倉石保育所横）
✪問合せ 080-5302-9222（今井）

♥マリンキッズクラブ

（
『クリスマス会』 ★要申込 〆切 12/7(金)
＊日時・・12/14（金） 10:00～11:30
＊参加費・・100 円
12/28（金）は、お休みです
『リトミック』 ※申込不要
＊日時・・1/11（金) 10:00～11:30
『節分』 ※申込不要
＊日時・・1/25(金) 10:00～11:30
※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)

＊参加費・・活動によっては材料費がかかる
場合があります
※諸事情により、活動日が変更になる場合があります

✪申込は  090-1894-3761（谷川）
✪問合せは  078-871-6837

♥スマイル
『クリスマス会』
※申込不要
＊日時・・12/14（金） 10:00～11:30
『お腹元気教室』 ★要申込 〆切 12/20(木)
＊日時・・12/27（木） 10:00～11:30
『自由あそび』
※申込不要
＊日時・・1/11（金) 10:00～11:30
『るんるんコンサート』 ※申込不要
＊日時・・1/25（金) 10:00～11:30
※対象・・０歳～就園前のお子様と保護者
◎場所・・成徳地域福祉センター
(成徳小学校内)
☆入会時５００円
見学、体験、入会 随時受付
✪問合せ・申込は  078-822-6211

♥かめのこクラブ
『クリスマス会』
＊日時・・12/12（第 2 水）10:00～11:30
『保育士さんと遊ぼう』
＊日時・・1/16（水） 10:00～11:30
※いずれも申込不要
※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 1 階）
✪問合せは  078-822-8709

♥八幡子育てサロン
『クリスマス会・ﾗﾝﾁﾊﾟｰﾃｨｰ』 ★要申込
＊日時・・12/18（火） 10:00～11:30
▽持ち物・・手拭きタオル
◎場所・・ 六甲地域福祉センター
現地集合ですが、場所がわからない方
は、9:55 八幡児童館に集合してください
『楽しい手遊び歌遊び』
※申込不要
＊日時・・1/15（火） 10:00～11:30
◎場所‥八幡児童館 (八幡町 2-4-22）
※対象・・いずれも 0 歳～就園まで
✪問合せ・申込は 078-821-0385

♥子育てサークルプリプリ
『クリスマス会』
＊日時・・12/7（金） 10:20～12:00
『毛糸で工作♪』
＊日時・・1/11（第 2 金） 10:20～12:00
※いずれも申込不要
※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）

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

♥ぱんだっこクラブ
『３Ｂ体操』
＊日時・・12/7（金）10:30～
『クリスマス会と役員決め』
＊日時・・12/21（金） 10:30～
『るんるんコンサート』
＊日時・・1/18（金）10:30～
1/4（金）は、お休みです
※いずれも申込不要
※対象・・０歳から幼稚園入園前の子ども
と保護者、妊婦さんも大歓迎
◎場所・・なぎさ地域福祉センター
（摩耶海岸通 2-3-4）
✪問合せは  078-871-6122

『るんるんコンサート』
＊日時・・12/17 (月) 10:00～11:30
『カレンダー作り』
＊日時・・1/21(月) 10:00～11:30
▽持ち物・・お子さまの写真など
シールや用紙は、こちらで用意
します
☆プログラムの始めに「くじらぐも」さんによる
絵本の読み聞かせがあります
※いずれも申込不要
※対象・・0 歳～3 歳(就園前のお子様)
◎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

♥わくわくひよこ組
＊日程・・12/12（水） ※申込不要
＊時間・・13:00～14:00 (受付 12:５0～13:00)
※対象・・3 歳児親子 （H26.4.2～27.4.1 生）
◎場所・・灘すずかけ幼稚園遊戯室
✪問合せは  078-861-4550
（灘すずかけ幼稚園）

♥絵本だいすきくらぶ
『通常サークル』 ※申込不要
＊日程・・12/10（月）．1/14(祝月)
＊時間・・10:00～12:00
※対象・・乳幼児・未就学児とその保護者
『クリスマスﾎﾞﾝﾎﾞﾝリースの会』
★要申込 〆切 前日まで
＊日時・・12/10（月） 13:00～15:00
※対象・・どなたでも
☆リース 一つ 3００円
◎場所・・水道筋会館２Ｆ 水道筋商店街
～プレママ・プレパパもどうぞ ～
✪問合せ・申込は  090-6673-5216
※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
♥摩耶子育てサークル
『クリスマス会』
＊日時・・12/3（月） 10:00～11:30
１月は、お休みです
※申込不要
※対象・・0 歳～未就園児
◎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
（活動時間内のみ）

♥いわっこサークル
『クリスマス制作☆プチクリスマス会』
＊日時・・12/11（火） 10:30～11:30
12/25（火）は、お休みです
『お正月遊び』
＊日時・・1/8（火） 10:30～11:30
西灘保育所の先生が来られます
『親子遊び』
＊日時・・1/22（火） 10:30～11:30
※いずれも申込不要
※対象・・0 歳から未就園児と保護者
◎場所・・岩屋地域福祉センター
（岩屋北町 2-5-3 西灘保育所横）
✪問合せは  078-881-4918
（活動時間内のお問い合わせ）

3

『谷口さんによる手あそび．本読み 他』
＊日時・・12/21（金）．1/18（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
（阪神電車大石駅南）
✪問合せは 西郷ふれあいのまちづくり協議会
 078-882-0331

♥親子で元気にあそぼう会
『自由あそび』
＊日時・・12/3（月）．12/17（月）．1/21（月）
10:00～12:00
◎場所・・大和公園
『ビニール袋でたこあげをしよう』
＊日時・・１/7（月） 10:00～12:00
◎場所・・大和公園
『豚汁を作って食べよう』
＊日時・・1/28（月） 10:00～12:00
＊参加費 １００円
▽持ち物…豚汁を食べる器，お箸，スプーン，
おにぎりやお弁当などを持って来て下さい
◎場所・・成徳地域福祉センター
※いずれも申込不要
☆会費‥月１００円(子ども一人につき)
✪問合せは  078-843-7001 灘区こども保健係
アメブロ http://ameblo.jp/oyakodeasoboukai/

12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

水

3

木

4

金

5

6

㋚摩耶子育てサークル

おひさまひろばあーち

すくすくキッズ

㋚プリプリ

㋚親子で元気にあそぼう会

♥ヤッホーランド（六甲山)

ぐんぐんキッズ

㋚ぱんだっこクラブ

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
㋚絵本だいすきくらぶ

11
㋚いわっこ

12

㋚スマイル

◆にこにこサロン(石屋川)

◆親子ふれあい広場(はっと)

◆つぼみクラブ(めばえの園)

㋚わくわくひよこ組

17
㋚百鳥の会

13

㋚かめのこ

18

19

おひさまひろばあーち

保育所DEあおぞら
(西灘保育所)
㋚親子で元気にあそぼう会
♥みんなの幼稚園(灘すずかけ)

25
おひさまひろばあーち

㋚西郷子育てサロン

ぐんぐんキッズ

㋚ぱんだっこクラブ

◆子育てサロン(オリンピア都)

♥みんなの幼稚園(灘すずかけ)

24

20
すくすくキッズ

26
◆親子ふれあい広場(はっと)

27
◆子育てサロン(オリンピア都)

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

1月の予定
月

火

水

木

1

金

2

3

土

日

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

元日

7
㋚親子で元気にあそぼう会

8
㋚いわっこ

14

15

㋚絵本だいすきくらぶ

おひさまひろばあーち

成人の日

㋚八幡子育てサロン

10
◆子育てサロン(オリンピア都)
保育所DEあおぞら

㋚プリプリ
㋚スマイル

(西灘保育所)

㋚マリンキッズ
◆つぼみクラブ(めばえの園)

16
㋚かめのこ

17
すくすくキッズ

㋚西郷子育てサロン

ぐんぐんキッズ

㋚ぱんだっこクラブ

◆子育てサロン(オリンピア都)
◆はぐくみ（同朋）

21

22

㋚百鳥の会

おひさまひろばあーち

♥ヤッホーランド（六甲山)
◆にこにこサロン(石屋川)
㋚親子で元気にあそぼう会

㋚いわっこ

23
◆親子ふれあい広場(はっと)

28
あおぞら保育（西灘公園）
♥ヤッホーランド（六甲山)
㋚親子で元気にあそぼう会

9
◆親子ふれあい広場(はっと)

29
おひさまひろばあーち

【カレンダー紹介】 ㋚・・サークル

24
◆子育てサロン(オリンピア都)

㋚スマイル

◆はぐくみ（同朋）

㋚マリンキッズ
㋚カンガルーっ子

30

31
◆はぐくみ（同朋）

◆・・保育所（園）、認定こども園

＊すくすくキッズコーナー
2歳までの未就園児（10:00～11:30）
＊ぐんぐんキッズ
2歳以上の未就園児（13:30～15:45）
＊あおぞら保育（10:00～11:30）
＊おひさまひろばあーち（10:30～12:00）
＊子育て相談（要予約）：乳幼児の育児、栄養、歯科

♥・・幼稚園

◎・・児童館

・・・灘区役所５階健康教育室
地域子育て応援プラザ灘

811ー6201

・・・西灘公園
地域子育て応援プラザ灘
・・・のびやかスペースあーち
・・・こども保健係

811－6201
805－6090
843－7001（代）

