
事業所名 種別選択 TEL（078）747-3001

住所 FAX（078）747-3002

B 活動名

B 活動名

事業所名 障がい TEL（078）-795-1080

住所 FAX（078）-747-0510

B 活動名

B 活動名

事業所名 種別選択 TEL（078）-743-1888

住所 FAX（078）-742-1141

B 活動名

B 活動名

事業所名 種別選択 TEL（078）-792-2210

住所 FAX（078）-797-7372

B 活動名

B 活動名

B 活動名

事業所名 児童 TEL（078）-791-3369

住所 FAX（078）-791-4611

B 活動名

B 活動名

B 活動名

②地域のイベ
ント

活動内容
ビンゴゲームや子どもの作品展を楽しめるおま
つりです。職員が屋台の雰囲気でお祭りを盛り
上げています。

対象 園児と保護者、地域に住む方々（主に幼児～小学校迄）

利用料金
屋台の食べ物等はチケット制50円程度（複数の食べ物と
遊びが出来ます）、作品展は無料

園庭開放 実施日時 毎月第４土曜日　10：00～11：30

③子育て支援 活動内容
園庭を開放し、遊具等自由に使って楽しんでいただけま
す。保育士による絵本の読み聞かせや育児相談も行って
います。

対象 未就学児親子

利用料金 無料

くすの木まつり 実施日時 毎年１１月３日（祝）文化の日

KOBE須磨きらくえ
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区車字菅ノ池1351-14 きらくえん

くすの木保育園
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区横尾１丁目１０番地 くすの木福祉会

②地域のイベ
ント

活動内容
ステージイベント、自治会・老人クラブ・婦人会等
にも模擬店を出店頂き『多世代共生の場づく
り』を年3回開催しています。

対象 地域の皆さんを中心に、どなたでも可

利用料金 入場無料　※飲食・各種教室等の利用は有料

オレンジカフェ 実施日時 毎月第４金曜日10：00～12：00

①地域のつど
い場

活動内容
認知症の方や物忘れを不安に感じておられる
方並びにそのご家族が、気楽に立ち寄って相談
や情報が得られる場を提供しています。

対象 認知症の方並びにそのご家族

利用料金 無料

せいれいやさかだい
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区弥栄台3丁目3-7 神戸聖隷福祉事業団

青空市 実施日時 年３回ペースで開催　※都度発表

⑤地域サポー
ト事業

活動内容
高齢化に悩む近隣の要望にお応えし、ゴミス
テーションの清掃活動を行います。

対象 竜が台7丁目ゴミステーションを対象

利用料金 委託契約につき要相談とさせていただきます。

サロン活動 実施日時 毎月1回（第3木曜日）開催

①地域のつど
い場

活動内容
障害を持つ利用者と近隣住民の皆さんが創作
や調理活動を通して交流を図り、理解とやりが
いを持っていただく活動です。

対象 友が丘事業所の近隣住民の方を対象

利用料金 無料（駐車場はありません、徒歩でお越しください）

白川台会館
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区白川台3-63-1 駒どり

清掃活動 実施日時 毎週水・木（10～12時）生ゴミ・資源ゴミ、月1回荒ゴミ

ふれあい喫茶 実施日時 月～土　10：00～16：00

①地域のつど
い場

活動内容 ふれあい喫茶
対象 地域住民、利用者家族

利用料金 飲み物（コーヒー・紅茶・カルピス・）100円均一

①地域のつど
い場

活動内容
大人の折り紙教室です。簡単な物から少し難し
いものまで。

対象 地域住民

利用料金 折り紙代

秋祭り（コープ白川台店共催） 実施日時 2019年9月7日　12：30～15：30

②地域のイベ
ント

活動内容 模擬店・バザー・試あ食会・工作・抽選会
対象 地域住民、利用者、利用者家族

利用料金 50円～

やまびこ保育園
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区北落合2丁目11-15 泰福祉会

折り紙サークル 実施日時 第3火曜日13：30～14：30

園庭開放 実施日時 毎週火曜日　10:00～12:00

③子育て支援 活動内容
園内施設や遊具、玩具を使って遊ぶことができ
ます。

対象 未就園児親子・乳幼児親子

利用料金 無料

③子育て支援 活動内容
園行事に参加することができます。
（他にも多数あり）

対象 乳幼児親子・祖父母・小中学生

利用料金 無料

親子向けイベント 実施日時 毎月1回不定期　ポスターにて掲載

③子育て支援 活動内容
親子向けのママヨガ、ベビーマッサージは専任
の講師により行っています。

対象
ママヨガ…未就園児親子
ベビーマッサージ…満2歳までの子ども

利用料金 無料

夏まつり　やきいも　もちつき 実施日時 夏まつり7月　やきいも12月　もちつき1月

http://www.kirakuen.or.jp/
http://www.kirakuen.or.jp/
http://www.kobeseirei.or.jp/publics/index/59
http://www.kobeseirei.or.jp/
http://www.e-kusunoki.org/
http://www.e-kusunoki.org/
http://komadory.com/facility/shirakawadai
http://komadory.com/
http://www.tai-fukushi.com/yamabiko/
http://www.tai-fukushi.com/
http://www.kirakuen.or.jp/
http://www.kirakuen.or.jp/
http://www.e-kusunoki.org/
http://www.e-kusunoki.org/
http://www.kobeseirei.or.jp/publics/index/59
http://www.kobeseirei.or.jp/
http://komadory.com/facility/shirakawadai
http://komadory.com/
http://www.tai-fukushi.com/yamabiko/
http://www.tai-fukushi.com/


事業所名 児童 TEL（078）-791-4613

住所 FAX（078）-791-4613

B 活動名

B 活動名

事業所名 種別選択 TEL（078）-741-8750

住所 FAX（078）-741-8752

B 活動名

白川台児童館
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区白川台7丁目3-8 泰福祉会

③子育て支援 活動内容
保育教諭の方に来ていただき、子育てに関する
疑問や質問を答えていただきます。

対象 子育て中の保護者

利用料金 無料

エコ・リサ☆バザール 実施日時 第4金曜日（年に3～4回）

③子育て支援 活動内容
子ども、子育てに関するものを無償で譲ってい
ただき、展示して必要なものを持ち帰っていた
だいています。

対象 子育て中の保護者

利用料金 無料

特別養護老人ホーム
法人名

社会福祉法人
問い合わせ先

須磨区妙法寺字野路山1053 ぶどうの枝福祉会

子育て相談 実施日時 水曜日（2ヵ月に1回）

納涼の夕べ（納涼祭） 実施日時 毎年８月第４週の土曜日

②地域のイベ
ント

活動内容

夏の終わりの納涼について、ご入居者、ご利用
者、ご家族、地域住民の方と一緒にお祝いをし
ます。屋台、ゲーム等の出店、盆踊りや、年毎の
イベントを予定しています。

対象 入居者、利用者、家族、地域住民

利用料金 参加無料、屋台・ゲームは金券購入

http://www.eonet.ne.jp/~sirakawadai/
http://www.tai-fukushi.com/
http://ainosono.net/
http://www.eonet.ne.jp/~sirakawadai/
http://www.tai-fukushi.com/
http://ainosono.net/

