つどいの場（主に乳幼児向け）

志方児童館
問

いずみプラザ

☎079-452-0505

問

☎079-428-3305

子育てプラザ
小学校就学前までのお子さんと保護者を対象とした施設です。
また、子育て相談や子育てサークルの育成・指導も行っています。
イベントや講座などのお知らせは、広報かこがわ、市ホームページ、子育て応援アプリ
「かこたんナビ」でご覧ください。
利用案内

こども広場：小学校就学前のお子さんが、保護者と一緒に遊べます。
プレイルーム：あらかじめ登録された子育てサークルの活動スペースとして利用できます。
加古川駅南子育てプラザ
問

☎079-454-4189

所在地
開館時間
休館日

加古川町篠原町21-8
加古川ヤマトヤシキ7階
9：00～17：00
年末年始（12月29日～1月3日）
加古川ヤマトヤシキの休業日

お車でお越しの方は

加古川ヤマトヤシキの契
約駐車場をご利用ください。
1時間無料券をお渡しし
ますので、駐車券をプラザ内
事務所までお持ちください。
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東加古川子育てプラザ
問

☎079-423-5517

所在地
開館時間
休館日

平岡町新在家1588-22
9：00～17：00
年末年始（12月29日～1月3日）
施設点検日

お車でお越しの方は

市内に住む18歳未満の児童とその保護
者を対象とした施設です。
また、児童の健全育成に関係のある団体
も利用できます。
イベントや講座などのお知らせは、広報
かこがわ、市ホームページ、子育て応援ア
プリ「かこたんナビ」でご覧ください。
所在地
開館時間
休館日

志方町志方町1758-3
9：00～12：00
13：00～17：00

室内遊具や絵本コーナーを備えたキッ
ズルームや、親子が自由に遊ぶことができ
る天然の芝生広場等があります。また、授
乳室やおむつ交換室もあります。
キッズルームは、小学校就学前のお子さ
ん（保護者同伴）
が対象です。
所在地
開館時間
休館日

平荘町上原230-1
9：00～17：00
毎週月曜日（祝日の場合は火曜日）
年末年始（12月29日～1月3日）

日曜日・祝日
年末年始（12月29日～1月3日）

利用案内

遊戯室 市内に住む18歳未満の児童と
親、児童の育成健全に関係のあ
図書室 る団体が自由に入室できます。
集会室 利用するには申込みが必要です。

◀キッズルーム

東加古川子育てプラザの東にある、有料
の立体駐車場をご利用ください。
1時間無料処理を行いますので、駐車券
をプラザ内事務所までお持ちください。
その他

令和4年2月末で閉
館 し 、令 和 4 年 4 月 に
加古川東市民病院跡
地にて開館予定です。

◀遊戯室

◀芝生広場
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みんなであつまろう！ ～子育てプラザ編～

みんなであつまろう！

詳しい日程等は、各問合せ先へお尋ねください。
●加古川駅南子育てプラザ ☎079-454-4189
●東加古川子育てプラザ
☎079-423-5517
●費用は無料です。事前の申し込みが必要です。
イベント名

シニア
オープンルーム

ふれあい
オープンルーム
ほっと♡ホッと
（※1）
ふれあい
オープンルーム
だっこちゃん（※1）
ふれあい
オープンルーム
めだかちゃん（※1）
ふれあい
オープンルーム
ひよこちゃん（※1）

内容

～その他施設編～

詳しい日程等は、各問合せ先へお尋ねください。
●基本参加料は不要です。
（必要な場合は別途記載しています）
●ママとベビーのおしゃべりサロン、平岡ちびっこサロンは事前申し込みが必要です。
イベント名
対象

シニアボランティアと手遊び
や製作、絵本の読み聞かせや
小学生未満の
季節の行事を行うなど、みん
子どもと保護者
なで楽しく遊びます（定員12
組）。
0歳の子ども
と保護者

0歳の子ども
と保護者

1歳の子ども
子育てプラザのスタッフと一
と保護者
緒に遊びながら、保護者同士
が情報交換できる場を提供し
ます（各ルーム①・②ともに定
1歳の子ども
員10組）。
と保護者

ふれあい
オープンルーム
いるかちゃん（※1）

2歳から
小学生未満の
子どもと保護者

ふれあい
オープンルーム
こっこちゃん（※1）

2歳から
小学生未満の
子どもと保護者

所
日
所
日
所
日

所
日

所
日

所
日

所
日

所
日

場所／日時
加古川駅南子育てプラザ
毎週水曜日 13：45～14：45
（13：30～受付）
東加古川子育てプラザ
毎週金曜日 13：45～14：45
（13：30～受付）
加古川駅南子育てプラザ
毎週金曜日（祝日除く）
①9：45～10：45
②11：00～12：00（※2）
東加古川子育てプラザ
毎週火曜日（祝日除く）
①13：30～14：30
②14：45～15：45（※2）
加古川駅南子育てプラザ
毎週火曜日（祝日除く）
①9：45～10：45
②11：00～12：00（※2）
東加古川子育てプラザ
毎週月曜日（祝日除く）
①9：45～10：45
②11：00～12：00（※2）
加古川駅南子育てプラザ
毎週月曜日（祝日除く）
①9：45～10：45
②11：00～12：00（※2）
東加古川子育てプラザ
毎週水曜日（祝日除く）
①9：45～10：45
②11：00～12：00（※2）

ママとベビーの
おしゃべり
サロン
要事前申込

内容

対象

保健師や栄養士による育児や離乳食の
お話や相談、ふれあい遊びや保護者同
士のおしゃべりを通して、楽しく育児
ができるよう応援しています。
◆身長・体重測定
◆手遊び・親子体操
◆育児や離乳食についてのお話
◆おしゃべりタイム
◆個別相談（希望者のみ）

市内在住の
生後4か月～12
か月の子どもと
保護者

場所・日時・問合せ先
所 ウェルネージかこがわ、市内公民館
問 育児保健課
子育て世代包括支援係
☎079-427-9325

◀各場所の日時など
詳細はこちら

まちの子育て
広場「ぽけっと」

所 加古川公民館 大ホール
絵本の読み聞かせや七夕、クリスマス
日 毎月第1木曜日
0歳～就学前の
10：00～11：45
会などの季節の行事を開催していま
子どもと保護者
す。
問 高齢者・地域福祉課
☎079-427-9205

母と子の
オープンルーム

所 加古川西公民館 サークル室
子どもを遊ばせながら、保育経験者が
日 毎月第1・3水曜日（原則）
相談にのります。
0歳～5歳の子
10：00～12：00
・読み聞かせ、手遊び
どもと保護者
問 加古川西公民館
・保健師による育児相談など
☎079-432-3467

パンダひろば

季節の遊びや親子体操、絵本の読み聞 0 歳 ～ 就 学 前 の
かせなどを行っています。
子どもと保護者

所 加古川西公民館 1階サークル室
日 毎月第2・4火曜日
10：00～11：30
問 高齢者・地域福祉課
☎079-427-9205

次ページに続く

※1：開催日の前週金曜日13：00より申込みを開始します。
※2：②の時間については、
①の定員に達した場合のみ開催
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イベント名

子育て夢広場
「まるまる」

内容

対象

場所・日時・問合せ先

所 両荘公民館
親子（祖父母）とのふれあい、民生児童
日 毎月第2・4火曜日
委員による相談・イベントなどを年20 0 歳 ～ 就 学 前 の
10：00～11：30
回程度開催しています。
子どもと保護者
問 両荘公民館
入退室は自由です。
☎079-428-3133
所 しろやま農業研修センター
日 毎月第2火曜日
10：00～11：30
問 高齢者・地域福祉課
☎079-427-9205

にこにこサロン

季節の行事や手遊び、絵本の読み聞か
0歳～3歳の
せ、工作教室など親子で楽しめる企画
子どもと保護者
などを行っています。

なかよし親子の
へや

所 加古川北公民館2階
日 毎月第2水曜日
季節の行事の開催や子どもが自由に遊 0 歳 ～ 就 学 前 の
10：00～12：00
べる場所の提供などを行っています。 子どもと保護者
問 高齢者・地域福祉課
☎079-427-9205

おやこひろば

所 野口公民館
教養室（和室）
5歳くらいまで
絵本やおもちゃを使って自由に遊びま
日 毎月第1木曜日（1月・4月除く）
の子どもと保護
す。
10：00～12：00
者
問 野口公民館
☎079-426-9020
所 野口公民館
日 毎月第3木曜日
問 高齢者・地域福祉課
☎079-427-9205

みんみんクラブ

ひおか子育て
ひろば
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子どもが自由に遊べる場所を提供し、
0歳～就学前の
プールなど季節の遊びも開催していま
子どもと保護者
す。
所 陵南公民館
日 毎月第4木曜日
問 高齢者・地域福祉課
☎079-427-9205
所 氷丘公民館2階（和室）
子どもが自由に遊べ、お父さん・お母さ
日 毎月第2月曜日
0歳～就学前の
んがホッとできる場所を提供していま
10：00～12：00
子どもと保護者
す。
問 高齢者・地域福祉課
☎079-427-9205

イベント名

平岡ちびっこ
サロン
要事前申込

内容

対象

場所・日時・問合せ先

クリスマス・お月見などの季節の行事
や民生委員や保健師の子育て相談など
を行っています。
所 平岡会館（平岡市民センター前）
〈参加費〉
日 毎月第3火曜日・第4木曜日
0歳～就学前の
9：30～11：30
1家族につき100円（1年間）
子どもと保護者
〈参加方法〉
問 高齢者・地域福祉課
☎079-427-9205
毎年4月に申し込み開始（平岡会館・平
岡公民館・市民センター等にて申請用
紙あり）。

みんなにむぎゅ

所 別府公民館 大ホール
読み聞かせや季節の遊びなどを企画し
日 毎月第3水曜日
0歳～就学前の
10：00～11：30
ています。また、保護者の交流の場とし
子どもと保護者
ても活用いただけます。
問 高齢者・地域福祉課
☎079-427-9205

ふれあい
交流ルーム
無料開放ディ

所 尾上公民館 ふれあい交流ルーム
床暖房付き75㎡のスペースで、絵本や 小学生未満の子 日 毎月第1・3木曜日（原則）
9：30～12：00
おもちゃを使って自由に遊びながら、 どもと保護者
保護者同士で情報交換ができます。 （先着20組）
問 尾上公民館
☎079-423-2900

子育て広場
「公園いこか」

所 尾上公民館 ふれあい交流ルーム
民生児童委員が、自由遊び、手遊び、ハ
日 毎月第2・4金曜日
0歳～就学前の
ンドベル、読み聞かせ、おりがみ、その
10：00～11：30
子どもと保護者
他イベントを開催しています。
問 尾上公民館
☎079-423-2900

あすなろ会

不登校の子どもを持つ保護者の方が、
所 青少年女性センター
情報交換、語らいの場としています。 市内在住の
問 青少年女性センター1階
〈参加方法〉
不登校の子ども
教育相談センター
学校を通じて案内を送付していますの を持つ保護者
☎079-421-5484
で、学校にお問い合わせください。

まちの子育てひろば
問

加古川市社会福祉協議会

☎079-424-4318

上記以外にも、各地区の「まちの子育てひろば」
でつどいの場を設けています。
詳細は、右のQRコードから検索できます。
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