
 

 

 

 

 

掛川市子育てコンシェルジュ（市役所 1階南側こども政策課内） 

Eｍail:kosodate@city.kakegawa.shizuoka.jp  ☎２１－１２１1 

 

 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染状況により、開館時間や受け入れ人数などが変更になる場合が 

あります。利用する際は、空き状況等など直接各施設にお問い合わせください。 

また、掛川市のホームページで各施設の月別予定表を掲載しています。そちらもご利用ください。 

 
 
 

 

 

施  設  名 所在地 電  話 開館日・時間 

こあら（こども広場あんり内） 本郷 26-0174 月～金曜日 9：30～15：30 

あいあい（掛川こども園内） 家代の里 61-3323 月～金曜日 9：00～13：00 

ちびっこ館（桜木こどもの森内） 家代 22-8159 月～金曜日 9：00～13：00 

きしゃぽっぽ（掛川中央幼保園内） 和光 24-5501 
月～金曜日 9：00～15:00 

※子育て相談 12：00～13：00 

はなえみ（子育てセンターとものもり内） 大池 25-6801 月～金曜日 9：00～16：00 

こりすのテーブル（智光こども園内） 仁藤町 29-5333 
月～金曜日 9：00～12：00 

13：00～15：00 

さやのもり（子育てセンターさやのもり内） 長谷 
24-2251 

080-1626-6315 
月～金曜日 9：00～16：00 

おひさま（子育てセンターひだまり内） 杉谷南 23-1771 月～金曜日 9：00～15：30 

わいわいランドちはま(ちはまこども園内) 千浜 72-6088 火～木曜日 9：00～15：00 

わいわいランドおおさか 
（おおさかこども園内） 

大坂 64-7700 月～金曜日 9：00～15：00 

はじめのいっぽ（おおぶち保育園内） 大渕 48-5101 月～金曜日 9：00～16：00 

施  設  名 所在地 電  話 開館日・時間 

パンダひろば 倉真 28-0546 月～金曜日 9：00～12：00 

つくしなかよし広場 大池 21-3636 
火・木・金曜日、第１土曜日 
9：30～11：30/13：00～15：00 

上内田にこにこひろば 上内田 22-5253 火・木・金曜日 9：30～14：30 

施 設 名 所在地 電 話 開館日 ・ 時間  

掛川児童交流館 掛川 24-0822 火～日曜日  9：00～11：30/13：30～16：30 

大東児童館 三俣 72-7830 月～土曜日  9：00～11：30/13：30～16：30 

大須賀児童館 西大渕 48-0055 月～土曜日  9：00～11：30/13：30～16：30 

 

   ―乳幼児を持つ親子の交流の場を紹介します― 

 地域子育て支援センター 

 

 

 

 

認定こども園や保育所内に併設された施設です。 

 

【令和３年５月現在】 

つどいの広場 乳幼児とその親が気軽に集い、うちとけた雰囲気の中で語り合い交流する場です。 

児童交流館・児童館 

 

0 歳から 18 歳までの児童やその家族がだれでもいつでも来館して自由に
遊ぶことができます。 
 
 
 
 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuMEdt61VTCyAAwpiU3uV7;_ylu=X3oDMTBiaGxjcmduBHZ0aWQDanBjMDAy/SIG=11tsftgog/EXP=1398226157/**http:/risu-kobetsu.com/sozai3/cha021.png


妊娠から出産にかかわる手続きや支援 

発達カレンダー   

公園マップ 

認定こども園・保育所・幼稚園・小中 

学校紹介 

子育て支援施設や相談機関の紹介 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

サロン名(地区) 会  場 実施日 開催時間 利用できる人 

うさぎ(掛川第三地区) 中央小地域生涯学習センター 第 2・4 木曜日 10：00～11：30 地域外可 

おはなしひろば(城西) 城西区公会堂 第 3 土曜日（12 月を除く） 10：00～11：30 地域外可 

さくらんぼ（掛川第五地区） 第五地区生涯学習センター 月 1 回月曜日 10：00～11：30 地域限定 

南郷よみきかせの会(南郷) 南郷地域生涯学習センター 第 2 土曜日 9：30～11：15 
地域外可 
幼児～小学生 

すくすく広場(南郷) 南郷地域生涯学習センター 第 2・4 木曜日 9：30～11：30 地域外可 

のびのび広場(西南郷) 西南郷地域生涯学習センター 第 1・3 金曜日 9：30～11：30 地域限定 

子育て広場げんきっこ(水垂) 水垂公民館 第 2・4 木曜日 10：00～11：30 水垂限定 

なかよしキッズ(原田) 原田ふくし館 第 2・4 木曜日 10：00～12：00 地域限定 

親子ふれあいの部屋(原谷) 原谷地域生涯学習センター 第 1～ 4 水曜日 9：30～11：30 地域外可 

親子ふれあいの部屋(和田岡) 和田岡地区福祉館 第 2・4 火曜日 10：00～11：30 和田岡限定 

子育て広場「ぶらんこ」(西郷) 西郷みらい館 第４火曜日 

 

曜日 

10：00～11：30 地域限定 

旭ヶ丘子育てサロン｢カルガモ｣（旭ヶ丘） 旭ヶ丘公会堂 第 2 月曜日（8 月を除く） 9：30～11：30 地域限定 

かつらがおかなかよしサロン(葛ヶ丘) 葛ヶ丘会館 第 1・3 水曜日 9：30～12：00 地域限定 

サークル名(地区) 会  場 実施日 開催時間 利用できる人 

子育てサークル「くれよん」(上内田) 上内田地域生涯学習センター他 月 1 回水曜日 10：00～12：00 地域外可 

子育てサークル「じゃがいも」(西山口) 西山口地域生涯学習センター 第 2・4 木曜日 10：00～11：30 地域外可 

みんなであそぼう会(東山口) 東山口地域生涯学習センター 第 1・3 火曜日 9：30～11：30 地域外可 

こぶたのしっぽ(倉真) 倉真地域生涯学習センター他 第 1・3 木曜日 10：00～12：00 地域限定 

いちごサークル(城北) 城北ふれあいセンター 第 1・3 火曜日 10：00～11：30 地域外可 

子育てサークル「ひよこ」(曽我) 曽我小学童保育所 月 2･3 回水曜日 10：00～12：00 地域限定 

ちゅーりっぷ(日坂) 日坂地域生涯学習センター 第 2 木曜日 10：00～12：00 地域限定 

そがあそび広場こっこ（曽我） 曽我小学区学童保育所他 月 2 回土又は日曜日 
土曜日：午後  

日曜日：午前  

 

 

地 域 限 定 
乳幼児～小学生 

 

◆ 掛川市子育て 
総合案内サイト 

 

◆掛川市子育て 
ガイドブック 

子育て全般に関する情報 

♥コンシェルジュだよりを掲載し 

子育てのアドバイスや遊びを紹介 

 

子育てサロン 地域のいろいろな世代のボランティアが運営し、誰でも気軽に参加できます。 

子育てサークル

 

子育て中のお父さんお母さんが自主的に集まって運営しています。 

◎子育てサロン・サークルについての問い合わせ→ 掛川市社会福祉協議会（☎22-1294） 

掛川市では、下記のサイトで子育てに関した情報を提供しています。ぜひご利用下さい。 

 ◆掛川市公式ライン ◆掛川市ホームページ
→「子育て・教育」 

子育てカレンダー   

健診・予防接種 

我が子の育ちの自己チェック 

子育てアドバイス   

子育て施設のご案内 

子どもの育ちが気になる  

医療機関検索 

 

 

子育てや観光・防災など

お役立ち情報が満載 

ぜひ友だち登録をお願い

します。 

 


