
福島区 親子でおでかけ 子育て支援施設一覧 
福島区内には、子どもも親も友だちに出会える楽しいあそびのひろばがたくさんあります。気軽に遊びにいってみませんか？ 

特に予約等はいりませんが、感染症の流行・開催施設の行事などで予定が変更される場合があります。詳細はお問合せください。 
 

【福島区地域子育て支援施設】つどいの広場・交流・講座講習など…行事等で変更されることがあります。参加される前にお問合せください。 

施設名 所在地 電話番号 開設日 開設時間 対象年齢 

福島区子ども・子育てプラザ 海老江 6-1-14 6453-0207 火曜日から日曜日 9:30 から 16:00 就学前の乳幼児とその保護者 

福島子育て支援センター 海老江 6-1-9 海老江保育所内 6451-5850 月曜日から金曜日 
9:45 から 11:45 

13:00 から 16:00 
概ね３歳未満までの子どもとその保護者 

キリンさんのおうち 福島 1-6-25 6454-8100 月曜日から金曜日 
10:00 から 15:00 
（12:00 から 13:00 はランチタイム） 

概ね３歳までの子どもとその保護者 

ママ cafe@fukushima 大開 1-9-13 エスポワール野田阪神１F 090-3620-7989 
月・火・木・金・土曜日 

第 2 週は水曜開所、土曜閉所 
10:00 から 15:00 概ね３歳までの子どもとその保護者 

育児は育自 オレンジ・ポエム 鷺洲 5-6-18 貫江田幼稚園内 090-9866-3779 偶数月・月曜日 10:00 から 11:30 主に０歳～就学前の子どもとその保護者 

おもちゃ図書館 

「なかよし文庫」 
大開 2-3-5 神崎ビル５階 6462-5650 第１土曜日 14:00 から 16:00 

６か月以上の子ども（兄弟は 6 か月未満でも可） 
※就学前の子どもさんは保護者同伴 

ななとこちゃんひろば 野田 2-9-6（ななとこ庵サロン） 6453-1112 年４回 
 

乳幼児を持つ親子からお年寄りまで世代を超えた交流 

福島図書館 吉野 3-17-23 6468-2336 

水曜日 15:40 から 16:00 
０歳～小学生の子どもとその保護者/えほんのじかん 

第３土曜日 15:00 から 15:30 

第２木曜日 11:00 から 11:45 
主に０歳～就学前の子どもとその保護者/ま～るま～るのおた

のしみかい 

子育てひろば・まんまる文庫 
吉野 3-17-23  
福島区民センター２階和室 

6468-1771 原則第４金曜日 10:00 から 11:45 ０歳～就学前の子どもとその保護者 

 

【幼稚園】園庭開放・交流など…行事等で変更されることがあります。参加される前にお問合せください。 

名称 住所 電話番号 開設日など 開設時間 対象年齢 

市立西野田幼稚園 吉野 3-17-5 6461-1421 おひさまひろば/月１～２回/園庭開放・園児との交流など 10:30 から 11:30 未就園児とその保護者 

市立貫江田幼稚園 鷺洲 5-6-18 6451-6898 
子育て広場/年３回/園庭開放・園児とのふれあい・子育て講座など ９:00 から 11:30 未就園児とその保護者 

園庭開放（雨天中止）/月・火・木・金（休みの日もあり） 14:20 から 15:00 未就園児とその保護者 

市立海老江西幼稚園 海老江 8-1-28 6451-1504 ひよこ/月１回/３・４月休/園児との交流など 9:30 から 10:30 １歳～就学前の子どもとその保護者 

下福島幼稚園 玉川 1-4-5 6447-1120 にこにこワイワイ DAY/毎月設置日有 10:00 から 11:00 未就園児とその保護者 

大開幼稚園 大開 1-18-15 6461-2842 くまちゃんぐみ/木曜日(休みの日もあり・雨天中止) /園庭開放 9:30 から 10:30 未就園児とその保護者 

 

 

 
 



【保育所・保育園・こども園・小規模保育施設】園庭開放・交流など…行事等で変更されることがあります。参加される前にお問合せください。 

名称 住所 電話番号 開設日など 開設時間 対象年齢 

市立野田保育所 野田 2-12-1 6462-0080 第２金曜日/3・4・8・9 月休 10:00 から 11:00 未就園児とその保護者                

市立海老江保育所 海老江 6-1-9 6451-5734 第 3 月曜日/3・4・8・9 月休  10:00 から 11:00 未就園児とその保護者 

市立吉野保育所 吉野 3-17-11 6461-1350 第 3 木曜日 10:00 から 11:00 未就園児とその保護者 

新家保育園 吉野 5-6-12 6462-0064 第 2 火曜日（４・５・８月休み）12 月は第 3 火曜日 10:00 から 11:00 未就園児とその保護者 

第二和光園 鷺洲 3-1-59 6456-0550 土曜日（月１～２回）/地域交流・園庭開放 10:00 から 11:30 未就園児とその保護者 

海西ひばりこども園 海老江 8-13-21 6455-6005 年間 2 回程度  未就園児とその保護者 

新福島ちどり保育園 吉野 1-5-1 6136-8660 
基本第２木曜日（4～8 月は休み） 
開催日  9/９、10/９、11/13、12/10、1/13、 

2/10、３/16 
10:00 から 11:00 未就園児とその保護者 

げんき保育園吉野園 
吉野 3-14-21 
ツルハラハイツ１F 6147-8253 第３土曜日 10:00 から 11:00 未就園児とその保護者 

 

【地域子育てサロン】…お問合せ/福島区社会福祉協議会 地域支援担当 6454-0531 

名称 住所 開設日（祝日休） 開設時間 対象年齢 

わいわい福島 福島 5-17-23 福島コミュニティセンター 第３土曜日(8、10 月休) 9:00 から 11:00 小学校以下の子どもさんは保護者同伴で 

玉川にこにこサークル 玉川 4-5-17 玉川コミュニティセンター 第２火曜日(8 月休) 10:00 から 11:30 乳幼児とその保護者、妊娠されている方 

野田のびっこくらぶ 野田 5-9-8 野田コミュニティセンター 不定期開催      野田在住の未就園児とその保護者 

吉野こどもの広場 吉野 4-3-21 吉野コミュニティセンター 第１・３火曜日（５、11、1 月の第１火曜と８月休） 10:00 から 11:30 乳幼児とその保護者 

ひだまりサロン・しんけ 吉野 4-12-36 新家コミュニティセンター 第２火曜日(８月休) 10:30 から 12:00 0～３歳児とその保護者 

大開子育て広場 あ.そ.ぼ. 大開 1-19-40（阪神高速高架下工具街側）大開福祉センター 第２水曜日・第４月曜日 

(7、8 月第 2 水曜 11,12 月第４月曜休) 10:00 から 11:30 乳幼児とその保護者 

鷺洲すくすくサロン 鷺洲 2-4-14 鷺洲コミュニティセンター 第１土曜日(5、1月休) 13:30 から 15:00 0～３歳児とその保護者 

チャイルドサロン海老江東 海老江 1-5-20 海老江東コミュニティセンター 第２水曜日(８月休) 10:00 から 12:00 乳幼児とその保護者、妊娠されている方 

おいで!!子育て仲間 海老江西 海老江 6-6-19 海老江西コミュニティセンター 第３土曜日/7、10 月第４土曜日(8、1 月休) 10:00 から 12:00 0～３歳児とその保護者 

 
【コミュニティサロン】…お問合せ/福島区社会福祉協議会 地域支援担当 6454-0531   

名称 住所 電話番号 開設日 開設時間 対象年齢 

ほっこりハウス 福島 4-4-37 6448-0617 活動休止中 ― ― 

福・福くらぶ 野田 3-10-6（まち・かどや） 090-2010-2244 
原則 第２～4 水曜日（8 月休） 10:00 から 12:00 未就園児とその保護者（※参加費１回子ども 1 人 100 円） 

原則 第２日曜日（8 月休） 10:00 から 12:00 同上。兄弟の参加もＯＫ（※参加費１回子ども 1 人 100 円） 

きずなＧ 福島 6-18-20-202(キングマンション) 090-3287-4237 第 2 木曜日・第 4 火曜日 14:00 から 16:00 未就学児とその保護者 

ママカフェスペシャル 大開 1-9-13 エスポワール野田阪神１F 6454-0531 第 2 土曜日 10:00 から 12:00 
乳幼児～小・中・高生のお子さんのママ（親子）ママだけでも OK 

（※参加費１回 1 家族 500 円） 

                                                                  令和２年５月１日発行 


