
令和５年４月末時点

〔東灘区〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

すこやかひろば
幼保連携型認定こども園

甲南すこやかこども園
魚崎北町 078-453-4152

子育て愛・あい
愛・あいベビー

青木南地域福祉センター 青木 078-452-7225

たまごグループ 茅渟の浦幼稚園 鴨子ヶ原 078-851-4142

北青木児童館
｢まちの子育てひろば｣

北青木児童館 北青木 078-452-9278

向洋児童館
｢まちの子育てひろば｣

向洋児童館 向洋町中 078-857-7421

まちの子育てひろば 夢の星幼稚園 向洋町中 078-857-3166

光の子ひろば 光の子認定こども園 向洋町中 078-857-1577

ぴよぴよサロン
六甲アイランド地域福祉

センター
向洋町中

078-857-3787
（六甲アイランド

地域福祉センター）

住之江児童館
｢まちの子育てひろば｣

住之江児童館 住吉宮町 078-851-2769

コープ子育てひろば
あいあい

コープこうべ生活文化センター3階
保育ルームあいあい内 田中町

078-412-7850
（コープ第３地区本部）

すずらん文庫 甲南同胞幼稚園 田中町 078-411-8920

コープ子育てひろば
遊ばせ隊

コープこうべ生活文化センター
２階会議室

田中町
078-412-7850

（コープ第３地区本部）

コープ子育てひろば
ループ深江

コープ深江　組合員集会室 深江北町
078-412-7850

（コープ第３地区本部）

コープ子育てひろば
ハッピーママ

コープ深江　組合員集会室 深江北町
078-412-7850

（コープ第３地区本部）

本庄児童館
｢まちの子育てひろば｣

本庄地域福祉センター2階 本庄町 078-451-6762

きたっこひろば
きたっこベビー

置塩寿記念御影北児童館 御影
078-842-6118

（置塩寿記念御影北児童館）

阪神御影ベイビーカフェ 御影市場旨水館西側 御影本町
078-843-4029

（東灘地域助け合いネットワーク）

うりぼうくらぶ 御影山手自治会館 御影山手 078-811-6247

〔灘区〕

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

上野児童館
「すこやかクラブ」

上野児童館 赤坂通 078-871-3333

原田児童館
「まちの子育てひろば」

原田児童館 王子町 078-801-5205

わくわくひよこ組 灘すずかけ幼稚園 大石東町
078-861-4550

（灘すずかけ幼稚園）

河原児童館
｢まちの子育てひろば｣

河原児童館 上河原通 078-882-3886

みんなのひろば「リーチ」①
ろっこう医療生協

「なだ組合員集会室」
水道筋 078-904-3260

みんなのひろば「リーチ」②
ろっこう医療生協

「六甲道組合員集会室」
桜口町 078-904-3260

灘児童館
｢まちの子育てひろば｣

灘児童館 新在家南町 078-881-5030

神戸地区「まちの子育てひろば」一覧表　

※開設者等の了承が得られたひろばの情報を掲載しています。
　ひろばの活動や開催日時については記載の連絡先にお問い合わせください。



ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

つるグループ 鶴甲幼稚園 鶴甲 078-821-0130

かめのこクラブ 鶴甲地域福祉センター 鶴甲
078-822-8709

（鶴甲地域福祉センター）

子育てサークル プリプリ 王子地域福祉センター 中原通
078-341-7711 内線2780
（県庁　男女青少年課）

六甲道児童館
｢まちの子育てひろば｣

六甲道児童館 深田町 078-841-2331

親子ふれあい広場 はっとこども園 摩耶海岸通 078-805-3810

ぱんだっこクラブ なぎさ地域福祉センター 摩耶海岸通
078-871-6122

（なぎさ地域福祉センター）

コープ子育てひろば
ループ六甲

コープ六甲　組合員集会室 森後町
078-412-7850

（コープ第3地区本部）

八幡児童館
｢まちの子育てひろば｣

八幡児童館 八幡町 078-821-0385

〔中央区〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

お母さんと赤ちゃんのふれあい
広場

コミスタこうべ 吾妻通
078-362-1310

（（一社）兵庫県助産師会）

小さき花の園幼稚園
つぼみ組

小さき花の園幼稚園　保育室 籠池通 078-241-2910

神戸諏訪山児童館
「なかよしひろば」

神戸諏訪山児童館 北長狭通 078-332-5987

清風児童館
「なかよしひろば」

清風児童館 楠町 078-371-2818

くまのにわ 熊内幼稚園 熊内町 078-222-3748

北野インターナショナル
キッズクラブ

北野工房のまち3階講堂 中山手通 078-231-5923 （村中）

子育てホッとひろば
神戸真生塾子ども家庭支援

センター
中山手通 078-341-6492

神戸華僑幼稚園 子育てひろば
認定こども園

神戸華僑幼稚園
中山手通 078-341-8315

二宮児童館
「すこやかクラブ　なかよしひろば」

二宮児童館 二宮町 078-242-6411

はたつか子育てひろば
幼保連携型認定こども園

はたつかこども園
旗塚通 078-221-5100

コアラクラス 神戸教会いずみ幼稚園 花隈町 078-341-4333

生田川児童館
｢まちの子育てひろば｣

生田川児童館 真砂通 078-251-6635

子育て広場
幼保連携型認定こども園

ポートピア
港島中町 078-302-1234

みのりわくわくサロン みのり認定こども園 脇浜町 078-221-4154

なぎさ児童館
「ちびっこ広場」

なぎさ児童館 脇浜海岸通 078-261-1811

〔兵庫区〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

ぺんぎん組
認定こども園
みなと幼稚園

荒田町 078-511-1349

兵庫児童館
「まちの子育てひろば｣

兵庫児童館 駅前通 078-576-4072



ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

みどり園庭開放広場
幼保連携型認定こども園
神港みどり幼稚園園庭

会下山町 078-521-1834

たちえ子育て広場（パンダ組） たちえ幼稚園 菊水町 078-531-2000

菊水子育てサロン 菊水地域福祉センター 菊水町
078-521-6953

(菊水地域福祉センター）

ひらのっ子ファミリーステーション
ひらのっ子食堂

メゾネト平野 下祇園町 078-371-4351

ひだまりっこ
放課後等デイサービス

ひだまりの木
新開地 078-367-3562

石井幼稚園
ラッコクラブ

石井幼稚園 都由乃町 078-521-4485

中道児童館
なかよしひろば

中道児童館 中道通 078-577-4599

ルンビニーひろば ルンビニー愛児園 中道通 078-577-1598

入江子育てサロン 入江福祉センター 西出町
078-682-8919

（入江福祉センター）

和田岬子育てサロン 和田岬地域福祉センター 浜山通
078-341-7711 内線2780
(県庁　男女青少年課）

湊川児童館
｢まちの子育てひろば｣

湊川児童館 東山町 078-521-9115

浜山子育てサロン 浜山地域福祉センター 御崎町
078-651-4862

（浜山地域福祉センター）

夢野児童館
｢まちの子育てひろば｣

夢野児童館 湊川町 078-531-2198

夢の輪子育て広場 夢野児童館 湊川町
078-341-7711 内線2780
（県庁　男女青少年課）

雪御所児童館
｢まちの子育てひろば｣

雪御所児童館 雪御所町 078-521-7602

〔北区〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

明照認定こども園 明照認定こども園 有野台 078-982-7866

有野児童館
｢まちの子育てひろば｣

有野児童館 有野中町 078-987-2010

有馬保育園
まちの子育てひろば

有馬保育園 有馬町 078-904-4190

ひよこ
学校法人穐原学園

泉台幼稚園
泉台 078-593-9200

正英ひろば 認定こども園正英幼稚園 泉台 078-593-3176

淡河児童館
「なかよしひろば　親子ひろば」

淡河児童館 淡河町 078-959-0073

好徳児童館
「なかよしひろば」

好徳児童館 淡河町 078-958-0125

大沢児童館
「まちの子育てひろば」

大沢児童館 大沢町 078-954-0307

鹿の子台児童館
「なかよしひろば　よちよちひろば」

鹿の子台児童館 鹿の子台北町 078-220-4565

からと児童館
まちの子育てひろば

からと児童館 唐櫃台 078-981-5402

おもちゃ箱クラブ 五葉幼稚園 北五葉 078-591-0718

桜の宮児童館
「なかよしひろば　すこやかクラブ」

桜の宮児童館 甲栄台 078-593-2289

子育て懇話会 桜の宮地域福祉センター 甲栄台 078-594-2049



ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

北神星和台　子育てサロン 西山地域福祉センター 菖蒲が丘 078-952-0964

すずらんだい児童館
「すこやかクラブ　なかよしひろば」

すずらんだい児童館 鈴蘭台西町 078-592-0353

コープ子育てひろば
小部東のびのびひろば

小部東地域福祉センター 鈴蘭台東町
0794-87-7755

(コープ第4地区本部）

あひるの会 鈴蘭台幼稚園 鈴蘭台南町 078-591-0617

おもちゃ箱クラブ 星和台幼稚園 星和台 078-593-9100

谷上のびのび広場 谷上地域福祉センター 谷上西町
078-581-2124

（谷上地域福祉センター）

広陵児童館
｢まちの子育てひろば｣

広陵児童館 筑紫が丘 078-583-0252

子育て支援　つくしキッズ 筑紫が丘地域福祉センター 筑紫が丘
078-582-2337

（筑紫が丘地域福祉センター）

道場のびのび広場 日下部ふれあい会館 道場町
078-985-1028

（道場地域福祉センター）

長尾児童館
｢まちの子育てひろば｣

長尾児童館 長尾町 078-986-1639

ぽかぽかハート 長尾地域福祉センター 長尾町
078-341-7711 内線2780
(県庁　男女青少年課）

八多児童館
｢まちの子育てひろば｣

八多児童館 八多町 078-982-3569

箕谷児童館
「グリーンサロン」

箕谷児童館 日の峰 078-581-1919

グリーンサロン みどりこども園 日の峰 078-581-7077

コープ子育てひろば
たまごとひよこ

コープデイズ神戸北町
３階　にじいろひろば

日の峰
0794-87-7755

(コープ第4地区本部）

「０歳児ママの子育て教室」
～ベビーマッサージと

育児のお話～
マナ助産院 ひよどり台

078-742-3474
（マナ助産院）

子育てサークル「マナの会」 マナ助産院 ひよどり台
078-742-3474
（マナ助産院）

藤原台児童館
「藤原台まちの子育てひろば」

藤原台児童館 藤原台中町 078-982-4594

おひさまクラブ
幼保連携型認定こども園

キッズキャンパス
藤原台南町 078-982-6300

まちの子育てひろば ありの藤原幼稚園 藤原台南町 078-981-1111

子育て支援みどりまち 甲緑地域支援センター 緑町
078-582-3936

（甲緑地域支援センター）

南五葉児童館
｢まちの子育てひろば｣

南五葉児童館 南五葉 078-593-3751

あいあいランド 聖ミカエル幼稚園 南五葉 078-591-6789

〔長田区〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

まちの子育てひろば
ぴょんぴょんクラブ

しろはな幼稚園 池田寺町 078-641-2811

片山児童館
｢まちの子育てひろば｣

片山児童館 片山町 078-631-8366

コープ子育てひろば
ふわふわ長田

コープ長田　組合員集会室 片山町
078-412-7850

（コープ第3地区本部）

たんぽぽ教室 高取台幼稚園 上池田 078-641-4103

志里池児童館
｢まちの子育てひろば｣

志里池児童館 苅藻通 078-671-3791



ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

わくわくようちえん
きりんちゃんきょうしつ

幼保連携型認定こども園
近田幼稚園3階集会所

駒栄町 078-611-1344

神視子育てひろば 神視保育園 三番町 078-576-4249

大日丘児童館
｢まちの子育てひろば｣

大日丘児童館 大日丘町 078-631-3715

育児おしゃべりサロン 高取山地域福祉センター 高取山町
078-631-4920

（高取山地域福祉センター）

真野児童館
｢まちの子育てひろば｣

真野児童館 東尻池町 078-681-6391

細田児童館
｢まちの子育てひろば｣

細田児童館 細田町 078-612-3797

丸山親子クラブ 丸山地域福祉センター 丸山町 078-691-8214

長田児童館
｢まちの子育てひろば｣

長田児童館 四番町 078-576-9732

〔須磨区〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

板宿児童館
｢まちの子育てひろば｣

板宿児童館 板宿町 078-731-2230

すまっこらっこランド 板宿児童館 板宿町
078-731-2230
（板宿児童館）

すまっこサポーター
こぐまのプーさん

東須磨地域福祉センター 大手町 078-733-5941

ぴよクラブ 西須磨幼稚園 桜木町 078-731-2922

白川台児童館
｢なかよしひろば｣

白川台児童館 白川台 078-791-4613

まちの子育てひろば 白川台幼稚園園庭 白川台 078-792-6367

菅の台児童館
｢まちの子育てひろば｣

菅の台児童館 菅の台 078-791-4612

りすっこママ 菅の台児童館 菅の台 078-791-4612

ぜんしょうじひろば 禅昌寺幼稚園 禅昌寺町 078-732-0944

高倉台児童館
｢まちの子育てひろば｣

高倉台児童館 高倉台 078-733-6844

たかくらひろば
神戸女子大学附属

高倉台幼稚園
高倉台 078-734-1767

神戸YMCAちとせ幼稚園
園庭開放

神戸YMCAちとせ幼稚園
園庭、園舎

高倉台 078-732-3542

まちの子育てひろば 須磨浦幼稚園 千守町 078-731-2104

どんぐりくらぶ 須磨の浦地域福祉センター 千守町
078-797-5285

（須磨ノ浦地域福祉センター）

こひつじサークル 千鳥幼稚園 千守町
078-341-7711 内線2780
(県庁　男女青少年課）

子育てHOT広場 北須磨団地自治会館 友が丘
078-792-3917

（自治会事務局）

・グリーンサロン（園庭開放）
・新米ママの日

名谷みどりこども園 中落合 078-797-7077

親子リズム キティちゃん 名谷健康館リハーサル室 中落合 078-731-0672

はなまるくらぶ　名谷 ユースプラザKOBE-WEST 中落合 078-967-5202　

ぴよちゃんクラブ 須磨みどり幼稚園 中島町 078-731-0990



ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

ふれあい広場
幼保連携型認定こども園

のぞみ保育園
西落合 078-791-8446

ひよこ学級 兵庫大学附属須磨幼稚園 行幸町 078-731-2666

松風児童館
「まちの子育てひろば」

松風児童館 行幸町 078-735-0707

妙法寺児童館
｢まちの子育てひろば｣

妙法寺児童館 妙法寺 078-743-4409

ふすあんまぁ子育てひろば
ＮＰＯ法人

母と子のケアサポート
ふすあんまぁ

竜が台 078-647-7658

たかとり児童館
｢まちの子育てひろば｣

たかとり児童館 行平町 078-735-6230

横尾児童館
｢まちの子育てひろば｣

横尾児童館 横尾 078-742-0990

コープ子育てひろば
ふわふわ横尾

コープ横尾　組合員集会室 横尾
078-412-7850

（コープ第3地区本部）

コープ子育てひろば
きらりん☆　キアラ

コープ横尾　組合員集会室 横尾
078-412-7850

（コープ第3地区本部）

なかよしひろば 東須磨児童館 若木町 078-733-6280

若草児童館
「まちの子育てひろば」

若草児童館 若草町 078-741-0688

〔垂水区〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

ちよっこランド 千代が丘地域福祉センター 旭が丘
078-708-7228

（千代が丘地域福祉センター）

Ｂａｂｙガーデン　in ジェームス山
神戸マツダ　イベントスクエア

「セミナールーム」
青山台 090-3948-3719

ママのほっとさろんMinna（みんな） センターかけはし 王居殿 070-5660-7159

どんぐり広場 高丸幼稚園 大町 078-707-3259

ぴよぴよクラス 愛徳幼稚園 霞ヶ丘 078-706-0391

めいまいようちえん
子育てひろば

明舞幼稚園 狩口台 078-781-2345

親子ひろば　そらまめ 陸ノ町自治会館 陸ノ町
090-5157-5975

info@soramame55.org

小束山児童館
「なかよしひろば」

小束山児童館 小束山 078-795-4789

Ｂaby＆Kidsガーデン
「まちづくりスポット神戸」

コミュニティルーム
小束山手 090-3948-3719

Ｂａｂｙガーデン
「まちづくりスポット神戸」

コミュニティルーム
小束山手 090-3948-3719

カンガルーぽっけ 小束山認定こども園「うみぐみ」 小束山本町 078-783-0123

マムズクラブ 霞ヶ丘地域福祉センター 五色山
078-709-8080

（霞ヶ丘地域福祉センター）

塩屋児童館
「なかよしひろば」

塩屋児童館 塩屋町 078-753-4750

なかよし広場
しおやBaby

塩屋幼稚園 塩屋町 078-751-4114またはＨＰ

滝の茶屋保育園子育てひろば 滝の茶屋保育園 城が山 078-753-3634

神陵台愛徳幼稚園
「みんなであそぼう」

神陵台愛徳幼稚園 神陵台
078-341-7711 内線2780
（県庁　男女青少年課）



ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

ふれあいひろば 神陵台幼稚園内 神陵台 078-781-5321

小さな集い 星陵台めぐみ幼稚園 星陵台 078-783-4466

星っ子ひろば 星陵台地域福祉センター 星陵台
078-783-8988

（星陵台地域福祉センター）

星陵台児童館
「まちの子育てひろば」

星陵台児童館 星陵台 078-784-3255

つくしっこ広場 上高丸地域福祉センター 千鳥が丘
078-707-9836

（上高丸地域福祉センター）

ゆうゆうサロン 舞子幼稚園 西舞子 078-783-2424

コープ子育てひろば
with  bé bé

コープ福田　組合員集会室 東垂水町
078-704-5701

（コープ第5地区本部）

コープ子育てひろば
(垂水マミーズ)親子ひろば そらまめ

コープ垂水　組合員集会所 日向
078-704-5701

（コープ第5地区本部）

垂水ふれまちすくすくひろば 平磯児童館 平磯
078-753-4193

（垂水地域福祉センター）

コープ子育てひろば
みんなの家セラビィ

みんなの家　セラビィ 平磯
078-704-5701

（コープ第5地区本部）

西脇こどもひろば 西脇こどもひろば 本多聞
078-785-2565
078-220-4560

みんなで子育てあい♡あい 西脇地域福祉センター 本多聞
078-785-2524

（西脇地域福祉センター）

子育てサロン
神戸市立自立援助ホーム

子供の家
本多聞 078-783-7137

コープ子育てひろば
おやこひろば　ママンティア

コープ新多聞　組合員集会室 本多聞
078-704-5701

（コープこうべ第5地区本部）

はなまるくらぶ舞多聞 コミュセン舞多聞 舞多聞 078-967-5202（岩本）

学が丘幼稚園
こりすルーム

園田学園女子大学
附属 学が丘幼稚園

学が丘 078-783-8080

サンサンキッズ 小束山地域福祉センター 学が丘
078-341-7711 内線2780
(県庁　男女青少年課）

愛垂児童館
「まちの子育てひろば」

愛垂児童館 瑞ヶ丘 078-707-4527

すこやかひろば
認定こども園

湊川短期大学附属
西舞子幼稚園

南多聞台 078-781-1558

乙木児童館
「まちの子育てひろば」

乙木児童館 美山台 078-753-1127

まちの子育てひろば 東垂水保育園 山手 078-753-1902

〔西区〕    

ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

秋葉台児童館 秋葉台児童館 秋葉台 078-994-8429

コープ子育てひろば
はらっぱらっぱ

コープデイズ神戸西
組合員集会室

池上
078-704-5701

（コープ第5地区本部）

キラキラ 認定こども園ななほし保育園 池上 078-976-7784

有瀬児童館
「まちの子育てひろば」

有瀬児童館 伊川谷町有瀬 078-974-6318

有瀬っ子ひろば
幼保連携型認定こども園

有瀬幼稚園
伊川谷町有瀬 要連絡　078-974-4600



ひろば等の名称 開設場所  所在地 連絡先

なの花ひろば 弁天こども園 伊川谷町有瀬 078-974-1750

井吹西児童館
「にこにこひろば」

井吹西児童館 井吹台西町 078-991-5882

西神戸YMCA幼稚園
子育てひろば

西神戸YMCA幼稚園 井吹台西町 078-997-7705

井吹台児童館
「なかよし広場」

井吹台児童館 井吹台東町 078-992-8849

てんとうむしくらぶ 認定こども園 いぶき幼稚園 井吹台東町 078-997-0831

コープ子育てひろば
KOBEのはしっ子

コープ西神南
組合員集会室他

井吹台東町
078-704-5701

（コープ第5地区本部）

キラキラ☆おやこっこ 岩岡第一福祉センター 岩岡町岩岡 078-967-3663

枝吉児童館
「なかよしひろば」

枝吉児童館 枝吉 078-927-5617

かたつむりくらぶ
保育所かたつむりランド

神戸枝吉園
枝吉 078-927-3622

エスカルゴサロン枝吉
保育所かたつむりランド

神戸枝吉園
枝吉 079-556-8044

出合「親子ひろば」 出合地域福祉センター 王塚台
078-341-7711 内線2780
(県庁　男女青少年課）

コープ子育てひろば
こあらっこ西神

コープ西神　組合員集会室 春日台
078-704-5701

（コープ第5地区本部）

岩岡児童館
｢まちの子育てひろば｣

岩岡児童館 上新地 078-967-4003

いりえ幼稚園 いりえ幼稚園 狩場台 078-992-0700

狩場台児童館
「まちの子育てひろば」

狩場台児童館 狩場台 078-991-8742

子育てひろば
「かんでっ子」

神出地域福祉センター 神出町田井
078-965-0087

（神出地域福祉センター　正井）

にっこりひろば
幼保連携型認定こども園

学園幼稚園
学園西町 078-792-1122

ＹＭＣＡ保育園
まちの子育て広場

幼保連携型認定こども園
ＹＭＣＡ保育園

学園西町 078-794-3901

青空保育の会 学園西町地域福祉センター 学園西町 090-1687-6585

絵本の読み聞かせ 学園東地域福祉センター 学園東町
078-795-3581

（学園東地域福祉センター）

さくらんぼひろば さくらんぼ幼稚園 桜が丘中町 078-994-5225

あさひ児童館 あさひ児童館　園庭 桜が丘東町 078-994-2662

あさひ保育園 あさひ保育園　園庭 桜が丘東町 078-994-0170

玉津児童館
「まちの子育てひろば」

玉津児童館 玉津町上池 078-917-2816

親子のひろば 玉津地域福祉センター 玉津町出合 078-925-3253

月が丘子育て支援　パンダ 月が丘地域福祉センター 月が丘
090-1070-3422

（出られない時は折り返します）

なかよし広場
すこやかクラブ

櫨谷児童館 櫨谷町池谷 078-992-7081

平野保育園　園庭開放 平野保育園 平野町芝崎 078-961-0840

育児サークル EKUBO 笑母
久保みずきレディース

クリニック
管原記念診療所 ほか

美賀多台 078-961-3333

押部谷児童館
「まちの子育てひろば」

押部谷児童館 美穂が丘 078-994-3621

はなまるくらぶ　カナート カナート「ペレーネカレッジ」 竜が岡 078-925-6552


