
事業所名 種別選択 ℡(078)735-3277

住所 Fax(078)754-5200

D 活動名

事業所名 児童 TEL（078）-736-3688

住所 FAX（078）-736-3801

D 活動名

事業所名 種別選択 TEL（078）737-3737

住所 FAX（078）737-3727

D 活動名

事業所名 種別選択 TEL（078）-795-1453

住所 FAX（078）-795-1454

D 活動名

事業所名 種別選択 TEL（078）-732-2500

住所 FAX（078）-732-2520

D 活動名

D 活動名

D 活動名

D 活動名

D 活動名 おもちゃライブラリーと岩城敏之先生講演会 実施日時 年２回（５月）１０：００～１１：００　　（１１月）１５：３０～１６：３０

③子育て支援 活動内容
岩城敏之先生による、子育てについての面白くて
楽しいお話です。

対象 未就園児とその保護者

利用料金 無料

わらべうたベビーマッサージ教室とお昼寝アート撮影会 実施日時 ３ヶ月に１回（６．９．１２．３月）１０：００～１１：００

③子育て支援 活動内容
講師の先生と一緒に、わらべうた調の歌に合わせ
てオイルで全身をマッサージします。

対象 ０～１歳まで

利用料金 無料

手形アート教室 実施日時 年２回（５月．１１月）１０：００～１１：００

③子育て支援 活動内容
お子様の手形とマスキングテープやペンで可愛
らしいゾウの手形アートを作ります。

対象 ０～３歳くらいまで

利用料金 無料

親子ヨガ教室 実施日時 ３ヶ月に１回（５．８．１１．２月）１０：００～１１：００

③子育て支援 活動内容
講師の先生をお招きし、前半は親子で一緒にで
きるヨガを教わります。後半は、保護者向けの
ヨガ教室です。

対象 未就園児（３歳まで）とその保護者

利用料金 無料

園庭開放（室内開放） 実施日時 毎週火曜日１０：００～１１：００

③子育て支援 活動内容
保育園の屋上園庭や遊戯室を開放しています。
遊びながら、子育てにおいての疑問にもお答え
します。

対象 地域の未就園児とその保護者

利用料金 無料

たかとりちどり保育
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区大池町５丁目１０番１５号 晋栄福祉会

すまるしぇ 実施日時 毎月第4木曜日　11：00～14：00

②地域のイベ
ント

活動内容
須磨区内の障害福祉サービス事業所の自主製
品の販売を行なっています。

対象 地域住民

利用料金 無料

すま障害者地域生活支援セン

ター 法人名
社会福祉法人

問い合わせ先
須磨区中落合2-2-8 神戸聖隷福祉事業団

非常災害時における屋上の開放 実施日時 非常時

⑤地域サポー
ト事業

活動内容 非常災害時における屋上の開放
対象 地域住民、ナナファーム須磨利用者及び従業員

利用料金 無料

須磨シニアコミュニティ
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区外浜町3-3-18 弘英会

子育て支援　園庭開放 実施日時 毎月火・水曜日　10：00～12：00

③子育て支援 活動内容 保育園のお庭で遊びます。
対象 未就園児親子

利用料金 無料

太田共同保育園
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区大黒町5丁目２－１３ おおた

子育て応援、園庭開放、親子で遊ぼう 実施日時 不定期、お知らせチラシ発行しています

③子育て支援 活動内容
保育園の園庭を開放しています。親子で楽しん
で下さい。

対象 地域の親子（１歳児～５歳児）

利用料金 無料

若宮保育園
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区若宮町3-3-17 あじさい会

http://www.azisaikai.com/index.html
http://www.azisaikai.com/wakamiya.html
https://www.oota-hoikuen.or.jp/oota/
https://www.oota-hoikuen.or.jp/oota/
http://www.yoneda-hospital.com/suma/
http://www.yoneda-hospital.com/
http://suma-net.org/
http://www.kobeseirei.or.jp/
idori.or.jp/facility/hoiku_takatori/
http://www.chidori.or.jp/
idori.or.jp/facility/hoiku_takatori/
http://www.chidori.or.jp/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://suma-net.org/
http://www.kobeseirei.or.jp/
http://www.yoneda-hospital.com/suma/
http://www.yoneda-hospital.com/
https://www.oota-hoikuen.or.jp/oota/
https://www.oota-hoikuen.or.jp/oota/
http://www.azisaikai.com/index.html
http://www.azisaikai.com/wakamiya.html


事業所名 高齢 TEL（078）-737-2525

住所 FAX（078）-737-1165

D 活動名

D 活動名

D 活動名

事業所名 児童 TEL（078）- 735 - 3660

住所 FAX（078）-735 - 3665

D 活動名

事業所名 種別選択 TEL（078）-733-7712

住所 FAX（078）-733-7710

D 活動名

事業所名 更生 TEL（078）-731-6535

住所 FAX（078）-731-6516

D 活動名

D 活動名

D 活動名

D 活動名 地域住民との交流活動 実施日時 季節に応じて

②地域のイベ
ント

活動内容 祭りや餅つき等交流事業を実施しています。
対象 地域住民

利用料金 無料

実習生の受け入れ 実施日時 随時　（概ね月曜日から金曜日）

⑤地域サポー
ト事業

活動内容
実習生や研修生・ピアサポーター等の受け入れ
による福祉人材の育成行っています。

対象 学生等

利用料金 教育機関等による（給食費は実費）

施設退所者に対する自立相談支援 実施日時 随時　（概ね月曜日から金曜日）

⑤地域サポー
ト事業

活動内容
地域で生活する退所者等に対する相談支援を
行っています。

対象 退所者等

利用料金 無料

生活困窮者の就労支援事業 実施日時 随時　（概ね月曜日から金曜日）

⑤地域サポー
ト事業

活動内容
生活困窮者の就労に向けての相談受付や就労
体験を行います。

対象 生活困窮者

利用料金 無料 （給食費は実費）

ヨハネ寮
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区奥山畑町２ ヨハネ会

園庭開放 実施日時 毎週水曜日　10：00～12：00　（4月・10月を除く）

③子育て支援 活動内容
園庭を開放しています。園の遊具やおもちゃを
使って親子でお楽しみください。

対象 地域の就学前乳幼児と保護者

利用料金 無料

東須磨愛児園
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区若木町3丁目６－２５ 友愛会

園庭開放 実施日時 毎週月曜日・水曜日　10：00～11：30

③子育て支援 活動内容
園内のプレイルームを開放しています。木のお
もちゃや絵本を多数ご用意しています。絵本の
読み聞かせ、手遊びも行っています。

対象 地域の就学前の親子

利用料金 無料

幼保連携型認定こど
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区大田町１丁目3-24 出合福祉会

地域食事会支援事業 実施日時 毎週月曜日　12：00

⑤地域サポー
ト事業

活動内容
NPO法人主催の食事会に、あいハート須磨の
厨房で作った昼食を提供しています。

対象 地域住民

利用料金 450円（１食）

自治会活動支援事業 実施日時 ８月：夏祭り　１２月：餅つき大会

②地域のイベ
ント

活動内容
自治会主催のイベント（夏祭り、餅つき大会）の
会場設営や後片付けを職員を派遣しお手伝いし
ています。

対象 地域住民

利用料金 無料

サロンド須磨舞台 実施日時 第３月曜日　14：00～16：00

①地域のつど
い場

活動内容
地域住民によるつどい場に対する施設開放に
ご利用いただけます。

対象 地域住民

利用料金 無料

あいハート須磨

法人名

社会福祉法人

問い合わせ先
須磨区松風町４丁目２－２６

全電通近畿

社会福祉事業団

http://www.ai-heart-suma.or.jp/
http://www.zendentu-kinki.jp/
http://www.deai-fukushikai.com/itayado/index.html
http://www.deai-fukushikai.com/
https://higashisuma-hoiku.jp/
http://yohanekai.or.jp/
http://yohanekai.or.jp/
http://yohanekai.or.jp/
http://yohanekai.or.jp/
https://higashisuma-hoiku.jp/
http://www.deai-fukushikai.com/itayado/index.html
http://www.deai-fukushikai.com/
http://www.ai-heart-suma.or.jp/
http://www.zendentu-kinki.jp/
http://www.zendentu-kinki.jp/


事業所名 児童 TEL（078）- 735 - 0761

住所 FAX（078）- 735 - 0779

D 活動名

D 活動名

D 活動名

事業所名 種別選択 TEL（078）-733-4363

住所 FAX（078）-735-2727

D 活動名

D 活動名

D 活動名

D 活動名

D 活動名

D 活動名

D 活動名

D 活動名

D 活動名

D 活動名

タッチケア 実施日時 毎月1回水曜日　10：00～11：00＆ 13：00～14：00

③子育て支援 活動内容

専門の先生を招いて、子どもとふれあいながら
関わり方を学びます。講師は看護師・保育士の
資格を所持しているので専門的な育児相談も
受け付けます。

対象 1ヶ月から10ヶ月まで

利用料金 無料

ふれあい保育　まめっこひろば 実施日時 毎週月曜日　10：00～11：00

③子育て支援 活動内容
ホールを使いコーナー遊びをしたり、わらべう
たを歌ったり製作もします。手形押しや発育測
定もできます。

対象 6ヶ月から就学前児

利用料金 無料

園庭開放 実施日時 毎週水曜日・木曜日　10：00～11：30

③子育て支援 活動内容
園庭で遊具を使ったり、砂場で自由に遊んでも
らいます。雨天は中止します。

対象 6ヶ月から

利用料金 無料

ちとせこども園
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区千歳町4-3-36 陽光会

一時保育 実施日時 毎日（日曜日・祝日・年末年始・園の行事は休み）

③子育て支援 活動内容
保護者の就労や病気等で一時的に家庭での保
育が困難となる場合や保護者の育児負担軽減
のためにお子様を預かります。

対象 未就学児

利用料金
・非定型保育・緊急保育（2,400円） ・リフレッシュ保育
（3,600円）　※半日保育も可能です。

親子ふれあい体験 実施日時 7月・8月

③子育て支援 活動内容
親子のふれあい遊び等を中心に活動します。親
同士の仲間づくりの場でもあります。

対象 未就学児

利用料金 無料

園庭開放 実施日時 毎週月曜日（９：３０～１２：００）

③子育て支援 活動内容
大型遊具や玩具を使って遊びます。夏は、水遊び
も楽しめます。子ども同士・保護者同士のふれあ
いの場になっています。

対象 地域の乳幼児親子（0歳児から就学前）

利用料金 無料

着ぐるみ人形劇 実施日時 1月上旬

②地域のイベ
ント

活動内容 劇団バクに公演をして頂き、観劇を楽しみます。
対象 地域の乳幼児親子（0歳児から就学前）

利用料金 無料

園行事参加事業（七夕会・クリスマス会・ひなまつり会） 実施日時 七夕会：7月上旬頃　　クリスマス会：12月24日前後　　ひなまつり会：3月上旬

②地域のイベ
ント

活動内容
こども園の行事に参加し、園の子ども達と行事
を楽しみます。

対象 未就学児

利用料金 無料

小学校児童とのハンドベル演奏交流会 実施日時 3月

②地域のイベ
ント

活動内容
ハンドベルの演奏を聴かせてもらいます。楽器
の使い方・鳴らし方も教えてもらいます。

対象 若宮小学校児童

利用料金 無料

地域クリスマス会参加事業 実施日時 12月第２金曜日

②地域のイベ
ント

活動内容
歌やハンドベルを演奏して地域の方に楽しんで
もらいます。また、ふれあい遊びも行い交流を
深めます。

対象 5歳児・地域の方々

利用料金 無料

高齢者施設訪問事業 実施日時 9月上旬

②地域のイベ
ント

活動内容
歌や鍵盤ハーモニカの演奏を行い楽しんでもら
います。高齢者の方々と簡単なゲームを通して
ふれあいを深めます。

対象 5歳児・高齢者施設の方々

利用料金 無料

ふれあい体験 実施日時 12月

②地域のイベ
ント

活動内容
中学生が乳幼児とのふれあい活動を行い、乳幼
児の姿を知ります。

対象 中学生

利用料金 無料

ワークキャンプ・トライやるウィーク 実施日時 ワークキャンプ：7月・8月　　トライやるウィーク：11月

②地域のイベ
ント

活動内容
働くことの大変さや楽しさを実際に体験しま
す。マナーや礼儀を学びます。

対象 中学生・高校生

利用料金 無料

村雨こども園
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区行幸町１-２-２６ 豊友会

http://chitose-ho.jp/
http://yokokai-h.jp/
http://murasame-kobe.com/
https://houyuukai.jp/
http://chitose-ho.jp/
http://yokokai-h.jp/
http://murasame-kobe.com/
https://houyuukai.jp/

