
場所 活動日時 活動内容 会費 申込み方法

緑地区 みどりっこ 三区公民館３Ｆ 毎月第２水曜日10:00～11：30（7月第１水曜日） 自由遊び、手遊び、読み聞かせ、季節の製作、保健師さんのお話、フリートークなどなし 当日参加

新玉地区 おひさま広場 第11区公民館２Ｆ和室 毎月第３火曜日10：00～11：30（8月は休み） 自由遊び、季節の行事、保健師さんのお話など なし 当日参加

大窪・十字地区 ぽっかぽか会Ｐ２
板橋公民館、早川公民館
他

原則第１木曜日10:00～11：30
お花見、親子体操、読み聞かせ、保健師さんのお話、七夕、大型紙芝居、バザーなど
※１２月のクリスマス会と３月の卒会は要申込み（原則地区制限あり） なし 随時

十字地区 こりすくらぶ 十字公民館２階和室
第４水曜日10：00～11：30
（６・１１月は第３水曜日）

季節の製作・水あそび・季節の行事・体操・保健師さんのお話など
（就園前まで・これからママになる方歓迎・原則地域制限あり）

なし 当日参加

陽だまりサロン 早川小学校多目的ホール 5/15、29、7/17、10/9、30、11/27、12/11、1/15 小田原短期大学の先生や学生さんと楽しい時間を過ごすサロンです なし 当日参加

ぽっかぽか会Ｐ１
早川公民館
根府川公民館、他

毎月１回（木又は水）10：00～11：30
お花見、親子体操、七夕、保健師さんのお話、バザーなど
（就園前まで・原則地区制限あり）

なし 当日参加

山王網一色地区 かめっこ会 心光寺客室
第２火曜日【４、５、６、９、10、11、12、１、３月】
第４火曜日【７、８、２月】いずれも10：00～11：30

毎月いろいろな企画を行っています（０歳～未就学児と保護者） なし 当日参加

足柄地区 にこにこひろば 今井公民館 原則毎月第２水曜日10：00～11：30（８月は休み） 自由遊び、情報交換、いもほり会、クリスマス会、お別れ会 なし 当日参加

芦子地区 めだかっこ 荻窪公民館１Ｆ 毎月第１水曜日・第３木曜日10:00～11：30 季節の行事、体操、保健師さんの話 、工作など なし 当日参加

二川地区 キリンさんの会 多古公民館２Ｆ和室 毎月第３木曜日10：00～正午 自由遊び、保育園園庭遊び、保健師講話、クリスマス会など なし 当日参加

久野地区 ぞうさんの会
宮本公民館
(内容によって変更あり）

毎月第２火曜日10:00～11：30 (８月休み） 季節の工作やイベント 原則なし 当日参加

竹の子 堀之内公民館　他 原則毎月１回10:00～11：30　(8月休み） 保健師講話、身体測定、歯磨き指導、三世代交流、クリスマス会など なし 当日参加

育ちっこ 中曽根公民館 毎月第２水曜日10：00～11：30（８月は休み） 季節の行事や工作、歯科指導、幼稚園交流など なし 当日参加

富水地区 ミッキーの会
城北タウンセンターいずみ
301号室又はホール

毎月第２火曜日、第４木曜日10：00～11：30
(変更の場合あり）

親子で行う季節の行事に合わせた工作や親子体操、自由遊びなど なし 当日参加

桜井地区 かるがも 尊徳記念館、他 原則毎月第3木曜日と第1月曜日10：00～11：30 季節行事、身体測定、保育園・幼稚園との交流、人形劇など なし 当日参加、（随時電話受付）

酒匂地区 アップルパイ いそしぎ３Ｆ和室
毎月第２金曜日10：00～11：30
（6月は休み）

自由遊び他 なし 当日参加

下府中地区 のびのびサークル 下府中集会施設 毎月第３金曜日10：00～ 季節行事、工作、体操、お誕生会、お話し会他
親子１組１００円
２人目から＋５０円 当日参加、（随時電話受付）

富士見地区 わんぱくキッズ コミュニティーホールかるがも 原則毎月第4木曜日　10：00～11：30
同じくらいの子どもと遊ばせたり、お母さん同士の交流を目的とし、自由遊びを中心に
季節の行事にあった簡単工作やクリスマス会など開催（０歳～未就園児対象）

なし 当日参加

豊川地区 だるまっ子 豊川市民集会施設 原則毎月２回、木曜日10：00～11：30
季節行事、誕生会、情報交換、育児相談等
（地区限定・・・飯泉、成田、桑原　　未就園児・・・0～4歳未満）

年/500円 当日参加

上府中地区
アイアイ
ふれあいひろば

永塚公民館※駐車場あり
高田公民館・千代公民館

毎月第２・第４火曜日10：00～12：00
偶数月の第３水曜日10：00～12：00

自由遊び(未就園児対象）・育児相談・情報交換
親子と地域の高齢者のふれあい、季節の行事・工作、計測、手遊び、自由遊び なし 当日参加

下曽我地区 うめっこ 梅の里センター 原則毎月第３火曜日10：00～11：30（8・2月は休み） 自由遊び、季節の工作、交通安全教室など なし 当日参加

国府津地区 のびっ子 国府津学習館２Ｆ和室 原則毎月第２・第４水曜日10：00～11：30 季節の行事工作、パネルシアター、自由遊びなど なし 当日参加

前羽地区 キラキラ星 前羽福祉館、前羽幼稚園 原則毎月第３火曜日10：00～11：30（変更あり） 季節の行事、自由遊び、幼稚園交流(0歳～就園前）、親子体操 なし 当日参加

たちきたっ子 橘団地公民館 毎月第３金曜日10：00～12：00 (8/2, 3/6)
０歳から未就園児の子ども対象のフリースペース提供、
スタッフとの交流、自由遊びなど

なし 当日参加

たんぽぽ親子会
下中老人憩いの家
下中幼稚園

原則月１回10：00～11：30 下中幼稚園との交流、芋ほり、その他季節イベント なし 要電話連絡

　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度　小田原市子育てサークル一覧　　　※各団体の連絡先は、子育て支援センターへお問い合わせください。

早川・片浦地区

橘北地区

　【地域子育てひろば】
（主任児童委員等が実施）

東富水地区



場所 活動日時 活動内容 会費 申込方法

早川保育園 9：45～11：30　　※日にちは要問合せ 誕生会、防災教室、交通教室、他 なし 当日参加

小田原愛児園保育室・
ホール・園庭

木曜日10：00～11：30（行事等により休み有り）
親子・保育士とのふれあいあそび（製作、ままごと、粘土、他）
うた・リズムあそび・絵本の読み聞かせ・大型遊具であそぶ・育児相談

親子200円 当日参加

西大友保育園
原則月１回 木曜日　10：00～11：30
＊日にちは問い合わせ下さい。

主に親子での交流、園庭遊び、製作やパネルシアター、園児との交流、おままごと
など。（０歳～６歳対象）

なし 当日参加

山王保育園１Ｆホール 月１回（ほぼ金曜日）年間10回10：00～11：30
参加者同士の交流、コーナー遊び、リズム・製作、手遊びなど。
※登録制、１年間を通し、子の成長を見ながら個別育児相談 。園庭開放なし。

親子300円 要電話連絡（0465-34-0380）
※17組前後。


国府津保育園
毎月１回4/15、5/20、6/17、7/8、8・9月休み、
10/7、11/5、12/9、1/20、2/17、3/2

外遊び、室内遊び、お誕生会、クリスマス会など。 なし 当日参加

下曽我保育園 10：00～11：30　　※日にちは要問合せ みんなで遊ぼう、各種行事、運動会、コンサートなど。 なし 当日参加

豊川保育園 9：45～11：00　　※日にちは要問合せ 誕生会、外遊び、交通教室 なし 当日参加

桜井保育園 9：45～11：45　　　※日にちは要問合せ 園庭遊び、どろんこ遊び、絵本貸し出しなど。 なし 当日参加

矢作公民館 毎週木曜日　10：00～11：30
製作、園の誕生会、交通安全教室など。（※原則入会という形で継続参
加する。）

月/500円
初回は事前に園に電話申込み。
（0465-48-5162）

報徳保育園 毎週金曜日9：30～12：00 園庭遊び、自由遊び なし 当日参加

場所 活動日時 活動内容 会費 申込方法

小田原短期大学体育館
水曜日10：00～11：30
5/15、5/29、7/17、10/9、10/30、11/27、12/11、1/15

小田原短期大学で「お姉さん学生」と一緒に遊びませんか？「おだたんひろば」は…
幼児、保護者の為の居心地の良い場所を目指しています。

なし 当日参加

ゆりかご園内 毎月第1・第3水曜日（除く、祝祭日） 季節の製作 なし 当日参加（未就園児）

市内の公園・ひろば等 毎週火曜日10：00～12：00 公園での外遊び、季節のイベント（運動会、クリスマス会など）
原則なし（イベントの
際必要に応じて実
費）

wanpaku_san@yahoo.co.jp
へメールで連絡

花園幼稚園 原則毎月第1・第3火曜日9:45～11：30 工作、ダンス、わらべうた、おやつづくりなど。 なし 当日参加

御濠端幼稚園２Ｆ 原則第2・４水曜日9:30～11：00（6月～3月） 遊び（粘土・絵を描く等）、制作、絵本、保護者への話
１回50円～150
円 当日参加

公共施設 月1回 平日 13：00～16：00 都度、集合場所を決めて集まり、子どもたちと保護者の交流を深める。 なし ＊要事前連絡

酒匂キリスト教会 毎月第2金曜日10：30～12：00
スタッフが赤ちゃんをみている間、お母さん同士の仲間づくり（ティータイム）
歌遊び、お話しなど。

茶菓代200円
初回のみ要電話(47-3282)
sakawa_christ_charch@ybb.ne.jp

マロニエホール 原則、毎月第１木曜日
毎月スタッフ一同、工作や身体を動かす遊びを考え、みなさんのおいでをおまちし
ております。

お子さん１人
　　　　　200円

当日参加
（椎野　090－6108－8783)

コミュニティホールかるがも 第２・４金曜日　10：00～11：30
絵本の読み聞かせ、知育工作、どろんこ遊び、体操、英語、様々な体
験、遠足

１ヶ月500円
＊要事前連絡kizzutanpopo@gｍ
ａｉｌ.ｃｏｍ　080-3528-1276

主に開成町・小田原近
辺。

日時は要問合せ
食物アレルギーの子と親の交流会　「※Facebookにて『ハピもぐ』で検
索」

なし
※要事前連絡hapi_mogu@yahoo.co.jp
090-2452-8173

主に市内公共施設 年3回程度、土曜日又日曜日
ＨＰでの地域の子育て情報の発信、親子で楽しめるコンサートや野外イ
ベントの開催

1回500円 ポータルサイトからＥメールでの申込み

市内の里山・川・海など 毎週火曜日　9：30～13：30
対象は、0歳児～未就学児。自然の中で子どもたちが自分で感じ、行動することを
大切に、周りとかかわりを持ちながら、生き生きと活動しています。

なし
090－8949－1504（小澤）
harappaaozora@gmail.com

ハピもぐ

あゆっこルーム

【地域育児センター】
（保育園が実施）

わんぱくキッズ

子育てサークル“おひさま”

小田原愛児園・小田原乳児園
　　　　子育てオアシス

ぴよぴよくらぶ

たんぽぽキッズプチ

パパラッパの会

小田原双子サークル

あおぞら野外そだちの会
はらっぱ

小田原子育て支援ポータルサイト
「ぴんたっこ」運営協議会

オリーブのひろば

西大友保育園　友遊クラブ

のえんどうの会

あひるキッズ

コミュニティ保育　ゆりんこ

　　【自主サークル】
（大学や幼稚園、民間等が自
主的に実施）

おだたんひろば

こそだてひろば下曽我

かーたんひろば

ぴんたっこひろば

春光保育園
コミュニティ保育　ひまわり

報徳保育園地域育児センター

◆マロニエ子育て支援センター（月～金）℡：48-8698　◆いずみ子育て支援センター（火～土）℡：37－9077　◆こゆるぎ子育て支援センター（火、木、金）℡：43－0251　◆おだぴよ子育て支援センター（月～金）℡：34－6181

mailto:wanpaku_san@yahoo.co.jpへメールで連絡
mailto:wanpaku_san@yahoo.co.jpへメールで連絡

