
 

 

 

 

 

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 

 
 

 

掛川市内には、季節の行事や子育て相談、子育て講座など親子が楽しめる交流の場として、「地域子育

て支援センター」、「つどいの広場」、「児童館」があります。また地域でもボランティアなどによる「子育

てサロン」、「子育てサークル」などがあり、地域の子育て情報や仲間づくりのお手伝いをしています。 

開催状況については、各施設にお問い合わせください。 
 
 
 
 

  

施  設  名 所在地 電  話 開館日・時間 備考 

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  

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 8：30～16：30  

さやのもり（子育てセンターさやのもり内） 長谷 24-2251 月～金曜日 8：30～16：30  

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  

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

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  

はじめのいっぽ（おおぶち保育園内） 大渕 48-5101 月～金曜日 9：00～12：30 

13：30～16：00 
 

きしゃぽっぽ（掛川中央幼保園内） 和光 24-5501 月～金曜日 8：30～12：00 

13：00～15：30 
 

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 

土曜日 9：00～12：00(園庭開放のみ) 
 

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  

パンダひろば 倉真 28-0546 月～金曜日 9：00～14：00  

つくしなかよし広場(R2.8 月頃まで第五地域

生涯学習センターにて開所) 
大池 21-3636 

 
6月～8月 
22-4900 

火・木・金曜日 9：30～15：00 

第 1土曜日（R2.8 月まではお休み） 
 

上内田にこにこひろば 上内田 22-5253 火・木・金曜日 9：30～15：30   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施 設 名 所在地 電 話 開館日 ・ 時間  備考 

掛川児童交流館 掛川 24-0822 火～日曜日 9：00～17：00  

大東児童館 三俣 72-7830 月～土曜日 9：00～17：00  

大須賀児童館 西大渕 48-5965 月～土曜日 9：00～17：00  

 

 

 ―親子が楽しめる交流の場を紹介します― 

 地域子育て支援センター･つどいの広場 

 

児童交流館･児童館 

←家から持参したお弁当を
食べることができる。 

 
 

※対象は 0歳～18歳とその家族 

※対象は未就園児と保護者 

「支援センターに行ってみたいけれど行きにくいな」という時は、子育てコ
ンシェルジュが一緒に行きます。連絡してください。 

☎  21-1211掛川市役所こども政策課 
 

令和２年７月１日現在 
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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(粟本) 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 地域限定 

子育て広場「ぶらんこ」(西郷) 西郷みらい館 第 4火曜日 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 

わいわいサロン(大坂) 太田集会所 第 1・3土曜日 13：30～16：00 ＊地域限定 

井戸端サロン(土方) 嶺向・下北公会堂 毎月 25日 13：30～15：30 ＊地域限定

＊地域限定 見守り茶ろん「のんなか」(野中) 野中公民館 第 3土曜日 9：30～11：30 ＊地域限定

＊ 地 域 限 定

野中限定 

カフェサロン「はまかぜ」(浜) はまかぜ 第 4水曜日 13：00～15：30 ＊地域限定

＊地域限定 高町サロン(中央高町区) 中央高町公会堂 第 4水曜日 13：00～15：00 ＊地域限定

＊地域限定 細沢おしゃべりサロン「ピーチク」(曽我) 細沢区公会堂 毎週水曜日 13：00～15：00 ＊地域限定

＊地域限定 気楽会(大坂) 大坂コミュティ防災センター 毎月 15日 13：00～15：00 ＊地域限定

＊地域限定 菜の花サロン(土方) 川久保集会所 毎月第 3 火曜日 13：00～15：00 ＊地域限定

＊地域限定 ゆったり笑和会(土方) 下中公会堂 毎月第 3 日曜日 9：00～11：30 ＊地域限定

＊地域限定 小貫ふれあいサロン(佐束) 小貫公会堂・佐束公民館 第 4土曜日 9：30～11：30 ＊地域限定

＊地域限定 高瀬交遊クラブ(佐束) 高瀬ガーデンヒル集会所 第 1・3月曜日

日日 

10：00～12：00 ＊地域限定

＊地域限定 笑来福（千浜東） 千浜東ｺﾐｭﾆﾃｨ防災センター 第１火曜日 9：00～15：00 ＊地域限定 

 
＊印は子育て親子から高齢者まで、どなたでも参加できるサロンです。 

 
 
 

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 

曽我こっこクラブ（曽我） 曽我小学区学童保育所他 月 2回土又日曜日 10：00～12：00 

 

地 域 限 定 
乳幼児～小学生 

 

 

◎支援センター・つどいの広場・児童館の詳しい活動内容は、「掛川市ホームページ」「掛川市子育てガイド

ブック」掛川市子育て総合案内サイト「かけっこ」でご覧頂けます。    「かけっこ」→ 

◎サロン・サークルについて詳しくは会場や児童交流館(☎24-0822)等にお問合せください。 

 または、地域の回覧等をご覧ください。★お休みの場合があるので、ご確認ください。 

子育てサロン 

子育てサークル 

※各地域でボランティアの方が運営している子育てサロン 

※お父さんお母さんが自主的に運営している子育てサークル 


