子育て，悩んでいませんか？

２０１９年度

地域子育て支援センター
入館料午前・午後各100円（1家族）
月 水午前 木 午後は０〜１歳７か月対象

地域子育て支援センターは，子育て家庭への育児支援を目的とした施設です。
乳幼児とその保護者を対象に，保育士や保健師による子育て相談，親子遊びなどの催し，
フリースペースの開放などを行っています。
子どもと一緒に遊びながら，親同士の情報交換や友だちづくりにもなり，親子で楽しく
過ごすことができます。
※

区

子育て相談は，全ての認可保育施設でも実施しています。育児の際のお困りごとなど，お気軽にご相談ください。

No.

1

電 話 番 号
開 所 時 間

ひとくちメモ

レインボーキッズ

025-387-4589

北区早通南1-9-7 （早通南保育園内）

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜12：00

月〜金
土

こっこくらぶ
2

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜12：00

ぴよぴよ
3

北区

月〜金 9：00〜17：00
土
9：00〜12：00
（祝祭日を除く，第1・３土曜）

はぴはぴ
4
月〜金

9：30〜15：30

おひさま広場
5
月〜金

9：00〜16：00

ぴよぴよの会
6
月〜金

9：00〜15：00

つくしんぼ
7
月〜金

東区

所 在 地

施 設 愛 称
電話相談・問い合わせ時間

9：00〜17：00

なかよし
8
月〜金

9：００〜17：00

9：00〜11：30 午前 月〜土 対象年齢なし
13：00〜15：30 午後 月〜金 おおむね0〜1歳半対象
9：00〜11：30 子育て相談，発育測定，誕生会，各種育児講座

025-386-3155
月〜金
土

駐車台数・備考

7台

北区横井279 （木崎保育園内）

9：00〜11：30 午前 月〜土 対象年齢なし
13：00〜15：30 午後 月〜金 おおむね0〜1歳半対象
9：00〜11：30 子育て相談，発育測定，誕生会，各種育児講座

025-278-2817

20台 保育園と共用です。

北区新元島町3953-3 （あがのこども園併設）

月〜金 9：00〜11：30
育児相談，育児講座，発育測定および健康相談
13：00〜15：30
土
9：00〜11：30
毎月お楽しみテーマの日があります。
（祝祭日を除く，第1・3土曜）

025-250-0048
月〜金

9：30〜12：30
13：３0〜15：30

025-387-6100
月〜金

9：00〜12：00
13：00〜15：00

025-387-6200
月〜金

35台

月〜金 9：00〜12：00
13：00〜15：00

025-257-2750
月〜金 9：４５〜12：30
13：０0〜15：１５

こども園と共用で
す。

北区濁川３００−１ （にごりかわこども園内）
午前 月〜金 対象年齢なし
午後 月〜金 対象年齢なし
子育て相談・育児講座・誕生会・親子遊び

20台

こども園と共用で
す。

北区柳原3-10-25 （こまくさ保育園内）
０歳対象 木（午前）月，金（午後）
１歳対象 月，火（午前）
２歳以上対象 水，金（午前）
１歳以上対象 火〜木（午後）
各種育児講座についてはお問い合わせください。

15台 保育園と共用です。

北区樋ノ入1143-1 （ほのぼの保育園内）

午前 月〜金 ０〜未就学児
9：00〜12：00
午後 月〜金 おおむね０〜１歳半対象
13：00〜15：00
子育て相談，発育測定，誕生会，各種育児講座

025-273-5525

保育園と共用です。

15台

保育園他施設と
共用です。

東区上木戸5-21-9 （上木戸保育園併設）
月火水木金：自由開放日。季節のお楽しみ制作・行事，発育測
保育園駐車場も利
定，健康相談，お誕生会，音楽遊び，親子遊びなど。
２０台
育児講座・相談(保健師や栄養士，歯科衛生士)
用できます。
日程はホームページでお知らせします

東区本所25４-４ （岡山こども園併設）
お誕生会，保健師による身体測定・健康相談，育児相
談，リトミック，季節の各種行事など
お帰りの会お楽しみ（月：絵本と紙芝居読み聞かせ，火：遊
戯，水：手遊び，木：歌，金：絵本と紙芝居読み聞かせ）

こども園・乳児園
１５台 他施設と共用で
す。

区

No.

施

設

愛

称

電話相談・問い合わせ時間

にこにこえん
9
月〜金 9：00〜15：00

コドモバ･オーシャン
東区

10
月〜金 9：00〜15：00

みつばち

電

話

番

号

開

所

時

間

025-270-0500
月〜金 9：00〜12：00
13：00〜15：00

025-250-7555
月〜金 9：00〜12：00
13：00〜15：00

025-384-8306

11
月〜金 9：00〜14：00

ちゅうりっぷ
12

月〜金 9：00〜17：00
土
9：00〜12：00

あいあい
13

月〜金 9：00〜17：00
土
9：00〜12：00

ピエロハウス

月〜金 9：00〜14：00

025-230-8211
月〜金 9：00〜11：30
13：00〜15：30
土
9：00〜11：30

025-283-7131
月〜金 9：00〜11：30
13：00〜15：30
土
9：00〜11：30

025-266-4151

14
月〜金 9：30〜14：30

ピノキオハウス

月〜金

025-281-1299
月〜金

9：00〜14：00

中央区

ぱんだルーム

025-283-4444

16
月〜金 10：00〜16：00 月〜金

プラーカスマイルランド

10：00〜16：00

025-288-5252

17
火〜土10：00〜1７：00

火〜土10：00〜1７：00

こすもすどりいむ

025-282-4811

月〜金 9：３0〜16：00

月〜金 9：30〜12：00
13：00〜15：30

18

日報子どもマリーナ

025-385-7171

19
月〜金 9：00〜17：00

かめっこ広場
20

月〜金 9：00〜17：00
土
9：00〜12：00

いちごっこ広場
江南区 21

月〜金 9：00〜17：00
土
9：00〜12：00

にこっと
22
月〜金 9：00〜17：00

在

地
駐車台数・備考

東区空港西2-219-1 （はじめ保育園併設）
育児相談，育児講座，親子遊び，お誕生会，
季節の各種行事，発育測定

東区小金町１-１-１７

月〜金 9：00〜17：00

025-383-5400
月〜金 9：00〜11：30
13：00〜15：30
土
9：00〜11：30

025-385-4848
月〜金 9：00〜11：30
13：00〜15：30
土
9：00〜11：30

025-382-8230
月〜金 9：00〜11：30
13：00〜15：30

30台

（藤見幼稚園内）

終日自由開放しています
育児相談，各月誕生会，イベント有

30台

幼稚園・保育園と
共用です。

東区新石山4-8-4 （新石山カルチュアセンター内）
親子であそぼう・身体測定・絵本の読み聞かせ・
子育て相談・お誕生会・講座など
昼食を持参し，施設内で食べることも可(12:00〜
13:00)

中央区川岸町１-５６-１

8台

カルチュアセンター
及びこども園と共用
です。

（八千代保育園内）

毎日，自由開放しています。
親子遊び，育児相談，発育測定，各月誕生会，育児講
座，イベントがあります。

18台

保育園と共用で
す。

※但し，毎週水曜日の午前のみ，発達支援「ぽけっと」の日（要予約）

中央区鳥屋野4-9-30 （鳥屋野保育園併設）
月・水の午前：概ね1歳半以上対象
火(午前・午後)，木・金の午後：概ね0〜1歳半対象
月・水の午後，木の午前・土：対象年齢なし

8台

※イベントがある際は変更になることもあります。
※毎週金曜日の午前のみ発達支援 ここっと の日(要予約)

保育園と共用で
す。
9：30〜駐車可

中央区文京町19-8 （あそびの森有明幼稚園併設）

毎日自由開放しています。
11時頃と14時頃に保育者による活動があります。
9：30〜14：30
身体測定，おはなしの日，ダイナミックあそびなど。
育児相談も随時受けています。

15
月〜金 9：00〜14：00

所
ひとくちメモ

60台 幼稚園と共用です。

中央区上所3-１４-1 （愛泉こども園内2階）
月・金：就学前のお子さんどなたでも
水
：おおむね1歳半以下
火・木：おおむね1歳半以上
親子遊び，誕生会，育児講座，発育測定，絵本の読み聞かせ
育児相談は随時受け付けています。

60台

こども園と共用で
す。

中央区親松136 （親松幼稚園内）
月〜金 毎日自由開放しています。
幼稚園と共用で
絵本の読み聞かせ，誕生会，身体測定，離乳食などの各
２0台
す。
種育児講座など。
育児相談は随時受け付けています。

中央区笹口1-2 プラーカ2 1階 (新潟えきなかこども園)
季節のイベント・誕生会・身体測定・リトミック・英語あそ
び・育児講座・親子遊び・絵本の読み聞かせなど。
育児相談は随時受け付けています。短時間保育(事前登録制・
要予約・4時間以内)も実施しています。

なし

中央区湖南27-6 （コスモス鐘木保育園内）
月・木：おおむね1歳半以上 就学前まで
火・金：おおむね0〜1歳半まで対象
水 ：就学前のお子様どなたでも
行事のある時は変更することもあります。
子育て相談も対応しています。

15台

中央区万代3丁目４番３号

保育園と共用で
す。

新潟日報メディアプラス１階

月〜金 自由開放しています。
スタッフと一緒におこなう親子遊び，工作，季節の行事・絵本
読み。看護師による育児講座や健康相談，身体測定。
歯科衛生士による歯科予防と歯科相談。

なし

江南区泉町3-3-3 （江南区福祉センター1階）
月・木：おおむね1歳半以上就学前まで対象
水・金：おおむね0〜1歳半対象
火・土：就学前のお子さんどなたでも
身体測定・誕生会・お話し玉手箱・各種育児講座など

江南区横越中央3-2-８

有り

江南区福祉セン
ターと共用です。

（横越中央保育園併設）

月・木：おおむね1歳半以上就学前まで対象
水・金：おおむね0〜1歳半対象
火・土：就学前のお子さんどなたでも

有り

保育園と共用で
す。

身体測定・誕生会・おはなしＢＯＸ・各種育児講座など

江南区亀田向陽2-11-22 （四つ葉保育園併設）
月・水：就学前のお子さんどなたでも
火・金：おおむね1歳半以上
木
：おおむね0〜1歳半対象
絵本読み聞かせ・身体測定・誕生会・各種育児講座など

16台

保育園と共用で
す。

区

No.

施

設

愛

称

電話相談・問い合わせ時間

たんたん
23 月〜金 9：00〜17：00
土

9：00〜12：00

電

話

番

号

開

所

時

間

0250-38-5977

所

在

地
駐車台数・備考

ひとくちメモ

秋葉区矢代田1237-1 （矢代田保育園併設）

月・水・土（午前） 対象年齢なし
月〜金 9：00〜11：30 月 〜 金（午後）
13：00〜15：30 金（午前） おおむね0〜1歳半対象
土
9：00〜11：30 子育て相談・発育測定・誕生会・各種育児講座

15台

※毎週火・木曜日午前のみ発達支援"なのはな"の日（要予約）

新津育ちの森
24

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜12：00

森のいえ
秋葉区

0250-21-4152
月〜金
土

0250−47−4331

25
月〜金

9:30〜14:30

月〜金

ぽかぽかルーム
26

月〜金

9：０0〜11：30
13：00〜1５：３0

27

月〜金

9：30〜12：00
13：00〜15：30

月〜金

月〜金

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜12：00

29
月〜金

9：00〜15：00

月〜金 9；00〜11：30
13：30〜16：00
土
9：00〜11：30

025-362-3355
月〜金

ぴよぴよ

南区
30

月〜金
9：00〜17：00
毎月1回土 9：00〜12：00

月〜金

9：00〜17：00

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜12：00

ひだまり
33

月〜金
土

9：00〜17：00
9：00〜12：00

たんぽぽ

025-375-8501
月〜金

8：00〜15：00

利用対象年齢：0〜3歳11ヶ月まで(入園しているお子さんも
可）昼食持参可（11:30〜13:00ランチタイム）
秋葉山の豊かな自然環境を活かした野外型子育て支援センター
砂場，ハンモック，ブランコ，室内スペースあり
育児講座，季節イベントなど

秋葉区下新361-1

有

月〜金
土

20台

秋葉区新津本町1-9-6 （にいつ愛慈こども園併設）
お誕生会（おやつ作り）・身体測定・育児講座
貸し出し絵本・室内遊び・園庭での遊び

10台

南区上下諏訪木817-1
◎育児講座・絵本読み聞かせ・親子遊び・身体測定
◎電話・来園相談も随時受け付けています。
◎火曜（午後） 赤ちゃん広場（概ね1歳くらいまで）
◎月・水・金（午前）発達支援「はっぴー」の日（要
予約）

南区大通黄金4-2-1

南区鰺潟404-1

34台

（ガデリュス・いぶき保育園併設）
20台 保育園と共用です。

（あかねこども園併設）

35台

33台 保育園と共用です。

西区鳥原923 （黒埼なかよし保育園併設）
月・木：おおむね0〜1歳半対象

10台

保育園と共用で
す。他駐車スペー
スはその都度案内
します。

10台

こども園と共用で
す。

※但し，水曜日の午前のみ発達支援 あのね の日（要予約）

西区赤塚2362-1

（なの花こども園内）

四季を通して豊かな自然を体感できる地域にあります
月〜金 9：00〜12：00 ので，皆さんと一緒に自然の中で遊びましょう。
13：00〜15：00 (楽しい製作・手作りおもちゃ・絵本の読み聞かせ
育児相談・発育測定・お誕生会・育児講座など)

025-268-3132
月〜金

8：00〜13：00

こども園と共用で
す。お茶提供あ
り。コップ保護者
持参。

南区茨曽根7664-1（白根そよ風保育園併設）

9：00〜11：30 火・金：おおむね1歳半以上対象
13：00〜15：30 水午後・土：対象年齢なし
9：00〜11：30 子育て相談・発育測定・誕生会・各種育児講座

025-239-3155

秋葉公園（秋葉湖
脇）駐車場利用可

（認定こども園おひさま内）

9：30〜12：00 子育て相談・発育測定・親子遊び，親子制作・誕生会・絵本の
13：00〜15：30 読み聞かせ・季節の行事遊び・育児講座

025-379-0045

近隣に
健康センター
秋葉区役所有
駐車場利用可

秋葉区田家3-７４３９

月と木は赤ちゃんの日
9：00〜12：00 月・・・おおむね1才半まで対象 木・・・おおむね1才まで対象
13：00〜15：00 発育測定・親子遊び・誕生会・育児講座・園庭の開放・季節の
毎月1回土 9：00〜12：00 行事
電話相談，来園相談も受け付けています。

34
月〜金

13台

月〜金

ほほえみ
32

入館料午前・午後各100円（1家族）
月・水午前，木・午後は０〜１歳７か月対象
火曜日午後 ３歳11カ月までの入園しているお子さん 利用可
ふれあい遊びタイム 絵本の楽しよみ
パパサロン(月1回)
相談（面接・メール・電話） 一時預かり 育児講座

月〜金：手遊び・親子遊び・絵本の読み聞かせ・制
9：00〜12：00 作・育児相談等
13：00〜15：00 月１〜２回：身体測定・育児講座・誕生会 等
毎週月曜及び第2・第4金曜日 赤ちゃんの日

025-372-5600

ふわっと
31

9：30〜12：00
13：00〜15：30

025-372-3525

マリンキッズ

（新津地区市民会館併設）

毎週 楽しい育児セミナーを行っています。室内で親
9：０0〜11：30 子あそびや製作あそびを楽しんだり，園庭も開放して
13：00〜1５：３0 います。
身体測定，育児相談も随時行っています。

0250-23-7150

白根つくし園
28

9:30〜14:30

0250-24-9987

どんぐり

西区

9：00〜12：00
13：00〜16：00
9：00〜12：00

秋葉区程島2009

西区新通872-2

（新通こども園内）

絵本の読み聞かせ，わらべうた，制作遊びなどの他，
育児相談や各種講座を開催しています
専用スペースの他こども園の庭とホールで遊べます

20台

区

No.

施

設

愛

称

電話相談・問い合わせ時間

ひよこ
35
月〜金

9：00〜16：00

愛らんど

電

話

番

号

開

所

時

間

025-260-2128
月〜金 9：30〜12：00
13：00〜15：30

025-260-2112

36
月〜金 ８：３０〜1７：00 月〜金

西区

9：00〜14：00

あそびの森つばさピエロハウス

025-262-3311

月〜金 9：00〜14：00

月〜金 9：00〜14：00

37

コアランド
38

025-260-1128

所

在

地
駐車台数・備考

ひとくちメモ

西区上新栄町1-3-9

（愛慈こども園併設）

育児相談・発育測定・育児講座・誕生日会・製作遊び・
絵本文庫・出張保育
ミニ集会（手遊び・リズム遊び・親子遊び・絵本の読み
聞かせ等）

10台

西区五十嵐東3-11-18 （松の実第二こども園併設）
身体測定・絵本の読み聞かせ・おしゃべり会・子育て相
談・お楽しみ会・お誕生会・講座など
ランチを持参し，施設内で食べることも可（12:00〜
13:00）

20台

025-267-7311

平日は毎日開放しています（昼食持参も可）
保育教諭による親子遊び，おはなしの日，お誕生会
おさんぽ，にこにこピエロの日（育児相談）
身体測定，育児講座など

５０台

西区寺尾上1-6-55 （認定こども園 寺尾幼稚園内）

月〜土 10：00〜16：00

月〜土 10：00〜16：00 ぴよぴよ広場 7か月未満 第１水曜（要予約）

信楽園病院附属有明

20台 診療所奥の第２駐車

こっこ広場 7か月〜11か月 第2・4木曜（要予約）
子育て相談（毎週水曜 10時半〜14時半）（要予約）

ころころ広場
40

西蒲区

月〜金 9：00〜15：30
土
9：00〜12：00

かるがも広場
43
月〜金 ９：０0〜17：０0

ぴよぴよ
44
月〜金 8：15〜17：00

トマトくらぶ

025-375-5690

育児相談，親子遊び，誕生会，発育測定，育児講座，
絵本の読み聞かせ，赤ちゃん広場，元気広場，
作って遊ぼう，園行事参加

0256-88-2286

西蒲区下山408 （鎧郷保育園併設）

月〜金 9：30〜12：０0 親子遊び・育児講座・育児相談
１3：00〜15：30 発育測定・絵本読み聞かせ・製作あそび
(０歳児対象 第２・４金曜日) お誕生会・園行事参加・ベビーマッサージ など

月〜金

0256-78-8817

45
月〜金

9：00〜17：00

9：00〜12：00
13：30〜15：30

月〜金

18台

お茶提供あり
コップ保護者持参

10台

お茶提供あり
コップ保護者持参

西蒲区三ツ門59-2 （中之口こども園内）

月〜金 9：00〜11：30
13：00〜15：30
土
9：00〜11：30

0256-86-2023

どんぐりの舎と共
17台 用です。
お茶等保護者持参

西蒲区橋本101-1 （岩室保育園内）

月〜金 9：０0〜1５：３0 月〜金 9：０0〜1１：３0 親子遊び・誕生会・育児相談・発育測定・作って遊ぼ
土
９：００〜１１：３
13：00〜15：30 う・絵本の読み聞かせ・育児講座・赤ちゃん広場・園行
０
土
9：00〜11：30 事参加

さくらんぼ
42

0256-82-2900

場を使用できます。

西蒲区巻甲4258-1 （世代交流館どんぐりの舎内）

月〜金 9：30〜17：00 月〜日 9：30〜12：30
親子遊び・絵本の読み聞かせ・赤ちゃん広場・誕生会・
土
9：30〜12：00
13：30〜18：00
発育測定・育児相談・育児交流会・パパと遊ぼう・青空
第１月曜休み（午後舎内清掃） 第１月曜休み（午後舎内清掃）
広場・作って遊ぼう
第２，３，４月曜午前休み
第２，３，４月曜午前休み

ぽかぽかコアラ
41

0256-72-6240

どんぐり坂駐車場，どん
ぐり坂第2駐車場，幼稚
園の裏，神社境内，ほん
ぽっぽ駐車場の5箇所
※幼稚園と共用

西区西有明町1-80 （有明児童センター内）
自由来館（月〜土曜 10時〜16時）
親子で遊びましょう（毎週火・水・金曜 10時半〜11時半）

39

こども園と共用で
す。

西区大学南2-24-24 （認定こども園あそびの森つばさ幼稚園内）

離乳食・食育講習会，音楽ふれあい遊び，木育広場、お
誕生会，身体測定，育児・食育相談，その他赤ちゃん向
月〜金 10：00〜16：00 月〜金 10：00〜16：00
110台
けのイベントも各種実施。保護者の方はカフェスペース
で「ホッと一杯」リフレッシュできます。飲食可能。

有明子育て支援センター

こども園と共用で
す。

お茶提供あり
12台 コップ保護者持参
保育園と共用です

西蒲区番屋712-1 （かたひがし保育園内）
遊び場開放，育児相談，親子遊び・絵本の読み聞かせ，
身体測定，お誕生会，園行事参加，親子体操遊び
お楽しみ会，育児講座，製作遊び

30台

お茶提供あり
コップ保護者持参

西蒲区堀山新田84-1 （めぐみこども園併設）

誕生会・発育測定・製作遊び・赤ちゃんの日
9：00〜15：00 親子ふれあい遊び・育児相談・育児講座・親子体操教室
絵本の読み聞かせ

20台 お茶等保護者持参

★ 各区役所 問い合わせ先
＜担当＞健康福祉課 児童福祉係・児童福祉担当

・ 北 区 ℡025-387-1335

・ 秋葉区 ℡0250-25-5683

・ 東 区 ℡025-250-2330

・ 南 区 ℡025-372-6351

・ 中央区 ℡025-223-7230

・ 西 区 ℡025-264-7340

・ 江南区 ℡025-382-4353

・ 西蒲区 ℡0256-72-8389

