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でかけてみよう! 親子の居場所!でかけてみよう! 親子の居場所!

■青葉区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点

ラフール
青葉台1−4
青葉消防署青葉台消防出張所複合施設６階 青葉台駅から徒歩３分 ☎981－3306

FAX 981－3307 火ー土 10:00〜16:00
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎479－5810

ラフールサテライト
市ケ尾町1152−25　１階 市が尾駅から徒歩５分 ☎979－1360

FAX 979－1361 火ー土 10:00〜16:00
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎507－5570

つ
ど
い

親と子のつどいの広場
ぴよぴよ

あざみ野南２−４−８
カルドあざみ野南２０７ 江田駅から徒歩７分 ☎511－8062

FAX 同上
月ー金

（不定期土日） 10:00〜15:00
ピッピおやこの広場
はっぴぃ

新石川２−１４−２
サバスタマプラーザ１０１ あざみ野駅から徒歩８分 ☎532－6021

FAX 同上 月ー金 9:30〜15:30 ★
親と子のつどいの広場
ぶーぶーしえすた

美しが丘１−１２−１８
第五松美１０１ たまプラーザ駅から徒歩５分 ☎482－7669

FAX 同上 月ー金 10:00〜15:00
親と子のつどいの広場
あそびんご

奈良５−１−１０
ＰｒｉｍａＶｅｒａ参番館２０６ こどもの国駅から徒歩１分 ☎962－2819

FAX 同上 月・火・水・金 10:00〜15:00

ＷＩＴＨ（ウィズ） 黒須田３３−４　
パティオコート・21 １０１ あざみ野駅から東急バス１４分 ☎507－9784

FAX 同上 月ー金 9:30〜15:00 ★

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

美しが丘保育園（市立） 美しが丘2−2−1 たまプラーザ駅から徒歩5分 ☎901－7221
FAX 901－7197

荏田保育園（市立） 荏田北2−11−40 市が尾駅から徒歩10分 ☎913－7952
FAX 911－5890

は
ま
っ
子

ナザレ幼稚園 鴨志田町１２６４ 青葉台駅からバス１２分「日体大」下車 徒歩３分 ☎962－0050
FAX 961－8809 ◇

美しの森幼稚園 新石川２−１６−１７ あざみ野駅から徒歩６分 ☎911－5228
FAX 911－5229

みたけ台幼稚園 みたけ台1−1 青葉台駅・藤が丘駅から 徒歩10分 バス５分「みたけ台」下車すぐ ☎973－0817
FAX 974－0855

藤が丘幼稚園 藤が丘2−37−7 藤が丘駅から徒歩3分 ☎971－4158
FAX 971－8874

■旭区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点

ひなたぼっこ
二俣川1−67−4 二俣川駅から徒歩７分 ☎442－3886

FAX 442－3896 火ー土 9:30〜16:00
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎489－6170

ひなたぼっこサテライト 鶴ヶ峰１-７-10 ライオンズプラザ鶴ヶ峰３階 鶴ヶ峰駅から徒歩６分 ☎752－8881 火－土 10:00〜16:00

つ
ど
い

親子サロン メダカ 上白根２−６−４−１０１ 鶴ヶ峰駅から相鉄バス１２分 ☎955－2980
FAX 同上 月ー金 10:00〜16:00

わかば親と子の広場 そらまめ 若葉台３−５−１ 十日市場駅からバス１０分 ☎442－7987
FAX 442－7988 月ー土 10:00〜15:00 ★

子育て広場 にっこにこ さちが丘１８９−１
ブリリアントさちが丘２０７号 南万騎が原駅から徒歩７分 ☎520－3066

FAX 同上 月ー金 10:00〜15:00

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

左近山保育園（市立） 左近山1997 相鉄バス「左近山第二」から徒歩2分 ☎351－1929
FAX 351－1912

認定こども園やつはしキッズ 
八ッ橋幼稚園（私立） 中希望が丘196 希望ヶ丘駅から徒歩６分 ☎364－7771

FAX 366－1367 ◇

は
ま
っ
子

グリーンヒル幼稚園 鶴ケ峰１−２２−１７ 鶴ヶ峰駅から徒歩３分 ☎373－6745
FAX 373－9745

上の原幼稚園 小高町５６−2 二俣川駅・鶴ヶ峰駅・東戸塚駅からバス１０分
「左近山第二」「市沢小学校」下車 徒歩５〜１０分

☎373－1124
FAX 373－2601

横浜三輪幼稚園 善部町１０１ 南万騎が原駅から徒歩７分 ☎391－0524
FAX 391－0527

横浜昭和幼稚園 二俣川2−7 二俣川駅から徒歩3分 ☎361－1858
FAX 361－1822

上川井幼稚園 上川井町1212−6 三ツ境駅からバス８分 ☎921－3324 
FAX 923－0856

鶴ケ峯幼稚園 鶴ケ峰1−17 鶴ケ峰駅から徒歩４分 ☎373－6639 
FAX 373－0982

プレスクール若葉幼稚園 若葉台2−9−2 十日市場駅または三ツ境駅からバス15分 ☎921－3223 
FAX 744－7088

■泉区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 すきっぷ

和泉中央南5−4−13
相鉄いずみ中央ビル209号 いずみ中央駅から徒歩１分 ☎805－6111

FAX 805－6122 火ー土 9:30〜15:30
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎805－6133

つ
ど
い

おやこの広場 ぽっぽの家 下和泉１−１０−３３ 戸塚駅または大船駅からバス３０分 ☎800－5760
FAX 同上 月ー土 9:30〜16:00 ★

親子のひろば 「にこにこパーク」中田東１−４１−３ 中田駅から徒歩５分 ☎803－0398
FAX 802－8352 月ー土 10:00〜16:30 ★

ピッコロひろば 緑園４−１−６
ジスタス２階 緑園都市駅から徒歩３分 ☎813－7323

FAX 同上 月・水ー金 10:00〜15:00 ★

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

和泉保育園（市立） 和泉町5731−6 いずみ野駅から徒歩３分 ☎803－1483
FAX 803－1137

緑園なえば保育園（私立） 緑園4−4 緑園都市駅から徒歩７分 ☎810－6131
FAX 810－6231

は
ま
っ
子

上飯田幼稚園 上飯田町２１０６ いずみ野駅から徒歩１５分 ☎803－0644
FAX 801－2425 ◇

なかよしこども園 下和泉３−２７−１１ 立場駅から神奈中バス１５分「通信隊前」下車 徒歩１０分 ☎802－0566
FAX 802－0617 ◇

平和幼稚園 和泉中央北６−２２−１ いずみ野駅またはいずみ中央駅から徒歩１５分 ☎802－6600
FAX 802－6646

宮の台幼稚園 中田北３−２９−１ 弥生台駅から徒歩１５分 ☎802－0266
FAX 801－5111 ◇

青
葉
区

旭
区

泉
区

※育児支援センター園・子育てひろば私立常設園（ひろば）及び私立幼稚園等はまっ子広場（はまっ子）の実施日や時間等については、各園にお問い合わせください。
★　一時預かりを実施している広場　　◇　認定こども園

親子の居場所情報

保護者と子どもが遊び、交流できる場があります。
　保護者と子どもがいつでも気軽につどい、子どもと遊んだ
り、仲間といっしょにおしゃべりしたり、ゆったり過ごせる居場所
を提供しています。

1

子育てに関する施設・事業の利用を支援します。
　妊娠期から子育て期のいろいろな悩みごと、困りごと等につ
いて、「横浜子育てパートナー」が相談者の気持ちに寄り添い、
必要な情報を調べたり、適切な支援機関を紹介したりします。

4

ちょっとした子育ての悩みの相談ができます。
　出産を迎える前や子育てには、小さな悩みや不安がつきも
のです。気になること、心配なことがあれば気軽に相談できま
す。ゆったりと落ち着いて相談したい方には専用の相談室があ
ります。

2

子育て支援に関わる方々と一緒に、
地域のネットワークをつくります。
　子育て支援に関わっている方や関係機関と地域のつながり
を築き、子育て支援の輪を広げます。

5

子育てに関するいろいろな情報があります。
　さまざまな子育て情報が入手できる情報コーナーを設置し
ているほか、多様な媒体で情報を発信しています。

3

子育て支援に関わる方々向けの
研修会などを実施します。
　子育て支援に関わっている方や興味のある方に、学びあいと
交流の機会をつくり、子育て支援の人材を育成します。

6

地域での子どもの預かり合いをサポートします。
　拠点では、横浜子育てサポートシステム（P9参照）区支部事
務局を担っています。地域の中で子どもを預け・預かることで、
人と人とのつながりを広げ、地域ぐるみでの子育て支援を目指
しています。

7

▲親子で過ごせる居場所があります
（にこりんく）

▲ゆっくりお話を伺えるお部屋があります
（どろっぷ）

　保育所の園庭や園舎で、親子が遊んで
過ごせます。親同士の交流、情報交換、園
児との交流などを行っています。また、子育
てについて保育士さんに相談できます。

※実施日や時間等については、各園にお問い合わせ
ください。 ※実施日や時間等については、各園にお問い合わ

せください。

　私立幼稚園等の園庭や園舎で、親子
が遊んで過ごせます。親同士の交流、情
報交換、園児との交流などを行っていま
す。子育て講座や講演会などを行ってい
る園もあります。

　マンションの一室や商店街の一角などで、NPO
法人などの民間活動団体が運営しています。親同
士の交流、情報交換、子育ての相談などを行って
います。アットホームでほっとできる雰囲気です。

※利用料等がかかる場合がありますので、詳細は各広場に
お問い合わせください。
※次ページ以降、★印のある広場では、普段から広場を利用
している方を対象に、お子さんを短時間お預かりします。

利用のしかた

あなたの知りたい!をしっかりつなげる

「横浜子育てパートナー」

　妊婦期から子育て期のいろいろな悩みごと、困りご
と等について、各区の地域子育て支援拠点の専任ス
タッフ「横浜子育てパートナー」が相談者の気持ちに
寄り添い、必要な情報を調べたり、適切な支援機関を
紹介したりします。個室での相談や、ひろばで子ども
を遊ばせながらの気軽な相談もできます。ぜひ、ご利
用ください!

● 妊娠中の方や未就学のお子
さんをお持ちの方はどなた
でも気軽に利用できます。

●相談室でゆっくり相談するこ
ともできます。

●利用料はかかりません。

　利用にあたっては登録が必要です（電話での相談などは、利用登録をされていなくても
ご利用いただけます）。子育て講座などの一部の実費以外、利用料はかかりません。

プレママ・プレパパ

0歳～小学校入学前
の子と保護者

地域で子育て支援
している（したい）方

ボランティア
している（したい）方

利用する

相談する

ボランティアする

子どもとあそぶ
ともだちをつくる

無料!!無料!!

拠
点
に
行
く

登
録
す
る

☆スタッフのみなさんがとても親切に接
してくれるので、気軽に相談ができ、
助かっています。

☆引っ越してきたばかりで、知り合いもい
なくて不安でしたが、ここで私も子ど
もも友だちができました。

利用者の声

▲竹之丸保育園 ▲野庭聖佳幼稚園▲港北区　ともとも

☆地域子育て支援拠点

☆親と子のつどいの広場 ☆育児支援センター園・
　子育てひろば私立常設園

☆私立幼稚園等
　　　はまっ子広場

未就学のお子さんと保護者が一緒に遊んで過ごせる親子の居場所をご紹介します！

プレママ・プレパパも大歓迎！妊娠期から利用できます。
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でかけてみよう! 親子の居場所!でかけてみよう! 親子の居場所!

■磯子区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 いそピヨ

森1−7−10
トワイシア横濱磯子 2階 磯子駅から直結（２分） ☎750－1322

FAX 750－1323 火ー土 9:30〜15:30
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎750－1324

つ
ど
い

子育てキディ・洋光台 洋光台３−１３−２−１０９ 洋光台駅から徒歩１分 ☎836－1225
FAX 836－1226 月ー金 10:00〜16:00 ★

子育てスポット くすくす 東町９−９ 根岸駅から徒歩２分 ☎753－5216
FAX 751－9460 月ー金 10:00〜15:00 ★

親と子のつどいの広場 「夢ひろば」中原４−２６−２７ライオンズ
ステーションプラザ杉田２０４ 杉田駅から徒歩１分 　 ☎353－5051

FAX 同上 月・火・木・金 10:00〜16:00 ★

親と子のひろば だっこ 森５−１６−１５
丸八ビル１０１ 屏風浦駅から徒歩３分 　 ☎349－3473

FAX 同上 月・火・木・金 9:45〜16:15

親と子のつどいの広場 「夢たま」丸山２−９−１７ 根岸駅から徒歩２０分 　 ☎342－7879
FAX 同上 月・火・木・金 10:00〜16:00 ★

親と子のつどいの広場
Kids スペース　マカナ

洋光台1−13−30
第10武内ビル201号 洋光台駅から徒歩13分 ☎367－9465 月ー金 9:30〜15:00

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひろば 洋光台第二保育園（市立） 洋光台4−12−14 洋光台駅から徒歩５分 ☎831－3959
FAX 831－3982

は
ま
っ
子

かおり幼稚園 磯子区洋光台４−１２ 洋光台駅から徒歩５分 ☎833－1929
FAX 833－1999

上中里幼稚園 上中里町１０３２ 洋光台駅からバス１２分「上中里団地」下車 徒歩２分 ☎773－5570
FAX 773－5607

■神奈川区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点

かなーちえ
東神奈川1−29
かなっくシティ東部療育ビル3階

東神奈川駅・京急東神奈川駅から
徒歩3分

☎441－3901
FAX 同上　　　火ー土 9:30〜15:30

横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎441－7722

かなーちえサテライト 入江1−17−6 新子安駅から徒歩４分、
京急新子安駅から徒歩５分 ☎642－5727 火ー土 9:30〜15:30

横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎642－5728

つ
ど
い

おやこのたまり場
「ママといっしょ！」

神大寺２−２９−２９
ローレル神大寺２０７ 片倉町駅から徒歩７分 　 ☎413－0013

FAX 同上 月・火・木・金 10:00〜15:30 ★

つどいの広場 しゅーくるーむ 菅田町２２９９−１ 片倉町駅から市営バス１０分 ☎070－5549－2034 月・火・木・金 10:00〜15:00

ほしのひろば 星野町１０番地
ヒストリアレジデンス海舟２０２

東神奈川駅、京急東神奈川駅から
徒歩１3分

　 ☎628－9074
FAX 同上 月ー金 9:30〜15:00 ★

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

松見保育園（市立） 松見町1−28−4 大口駅から徒歩１０分 ☎432－6635
FAX 432－6704

あおぞら第 2 保育園（私立） 六角橋2−34−8 白楽駅から徒歩10分 ☎413－1871
FAX 413－0968

■金沢区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 とことこ

能見台東5−6　2階 能見台駅から徒歩5分 ☎780－3205
FAX 780－3206 火ー土 9:30〜15:30

横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎701－3101

つ
ど
い

関東学院親と子のひろば 「おりーぶ」　六浦東１−５０−１
関東学院六浦こども園内 金沢八景駅から京急バス１０分 ☎090－8725－0170 月ー金 9:00〜15:30

親と子のつどいの広場 「ふきのとう」洲崎町１０−７ 金沢八景駅から徒歩１２分 ☎080－2042－8220
FAX 784－7219

火ー金
（月１土）

10:00〜15:00
（土10:00〜11:30）

親と子のつどいの広場「たんぽぽ」六浦2−14−12 金沢文庫駅からバス７分 ☎090－6928－8341
FAX 783－6352 月ー木 9:30〜15:00 ★

親と子のつどいの広場 ままのわ 釜利谷東２−１９−４３−１０１ 金沢文庫駅から徒歩５分 ☎090－9684－5466 月ー金 9:30〜15:30

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

金沢さくら保育園（市立） 泥亀1−21−1 金沢文庫駅から徒歩6分 ☎781－9360
FAX 781－9326

きらら保育園（私立） 能見台東2−3 能見台駅から徒歩7分 ☎790－3440
FAX 701－3410

あおぞら谷津保育園（私立） 谷津町231−5 金沢文庫駅から徒歩8分 ☎784－0542
FAX 784－0544

はまっ子 金沢白百合幼稚園 釜利谷南２−２−４ 金沢文庫駅から京急バス、大新東バス「白百合幼稚園前」下車すぐ ☎784－0610
FAX 784－0624 ◇
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■港南区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 はっち

日野2−4−6 港南中央駅から徒歩５分 ☎840－5882
FAX 848－0688 火ー土 10:00〜16:00

横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎844－0112

つ
ど
い

ちゅーりっぷカフェ 東永谷1−１8−１8 上大岡駅からバス15分 　 ☎824－7770
FAX 同上 月ー金 9:30〜14:30 ★

子育てのいえ わっ！ふる 港南台５−１１−１６ 港南台駅から徒歩１０分 ☎070－5542－7584 火・水・金 10:00〜15:00

ひろば「おひさま」 上大岡東1−7−１4
ステイツ21　201号 上大岡駅から徒歩5分 　 ☎878－5462

FAX 同上 月ー土 10:00〜15:30

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

大久保保育園（市立） 大久保2−28−27 上大岡駅から徒歩１５分 ☎842－0399
FAX 842－0245

赤い屋根保育園（私立） 港南台5−3−1 港南台駅から徒歩８分 ☎833－9981
FAX 833－9995

港南台第二保育園（市立） 港南台7−25−28 市営バス「港南台第1小前」から徒歩1分 ☎832－3309
FAX 832－3198

野庭第二保育園（市立） 野庭町601 上永谷駅から徒歩１０分 ☎849－1700
FAX 842－9546

は
ま
っ
子

美し野幼稚園 港南台４−１２−１ 港南台駅から徒歩３分 ☎831－6666
FAX 831－6667

金井幼稚園 日野９−４０−６ 港南台駅、上永谷駅からバス１７分「みやのくぼ」下車 徒歩３分 ☎842－3370
FAX 842－3416

港南台幼稚園 港南台５−１７−１ 港南台駅から徒歩１０分 ☎832－0248
FAX 832－0249

宝島幼稚園 港南台１−４３−３４ 港南台駅または洋光台駅から徒歩１５分 ☎831－7074
FAX 831－7889

野庭聖佳幼稚園 野庭町６２６ 上永谷駅から市営バス８分 ☎844－1203
FAX 844－1206 ◇

かもめ幼稚園 港南台2−21−12 港南台駅から徒歩12分 ☎831－3103 
FAX 831－3162

■港北区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点

どろっぷ
大倉山3−57−3 大倉山駅から徒歩10分 ☎540－7420

FAX 540－7421 火ー土 9:30〜16:00
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎547－1180

どろっぷサテライト
綱島東3−1−7 綱島駅から徒歩８分 ☎633－1078

FAX 633－1072 火ー土 9:30〜16:00
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎547－1182

つ
ど
い

おやこの広場 びーのびーの 篠原北１−２−１８ 菊名駅から徒歩2分 　 ☎439－7447
FAX 同上 月ー金 9:30〜15:30 ★

こんぺいとう 日吉本町４−１−５５−１０１ 日吉本町駅から徒歩８分 　 ☎628－9510
FAX 同上 月ー金 9:00〜16:00

（火9:00〜12:00）

ひだまり 樽町１−２２−２７ 綱島駅から徒歩１１分 　 ☎717－8206
FAX 同上 月・火・木・金 9:30〜15:00 ★

「たかたんのおうち」 港北区高田西4−27−34
mi patio B-1 高田駅から徒歩１０分 　 ☎592－6608

FAX 同上
月ー金

（月１土） 10:00〜15:00

つどいの広場 ぽっけ 岸根町５３９−１
ブリズ岸根公園２０７ 岸根公園駅から徒歩３分 　 ☎642－4809

FAX 同上 月・水・木・土 10:00〜16:00

ともとも 新吉田東６−２５−１０ 綱島駅から徒歩１７分 　 ☎718－5772
FAX 同上 月・水・金・土 9:30〜15:00

つどいの広場 ぽっけ 新横浜 新横浜1-14-6
コートタワー新横浜102 新横浜駅から徒歩12分 ☎534－9767

FAX 同上 火・水・金 10：00〜16：00

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひろば 港北保育園（市立） 仲手原2−20−19 妙蓮寺駅から徒歩6分 ☎421－8589
FAX 421－8582

はまっ子 小机幼稚園 小机町256 小机駅から徒歩１5分 ☎471－9038
FAX 472－9693

■栄区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 にこりんく

桂町７１１　さかえ次世代交流
ステーション１階 本郷台駅から徒歩15分 ☎898－1615

FAX 同上　　　火ー土 10:00〜16:00
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎891－0085

つ
ど
い

OYAKO CLUB チューリップ
おやこのひろば

上郷町１０６−１
第２ミサキビル１０１ 港南台駅から神奈中バス１０分 　 ☎892－1030

FAX 同上 月ー金 10:00〜15:00

OYAKO CLUB チューリップ
おやこの駅ひろば

笠間４−１１−６
グランフォレスト１−B 大船駅から徒歩１８分 　 ☎895－6320

FAX 同上 月ー金 9:30〜15:30 ★

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

やまゆり保育園（私立） 鍛冶ケ谷町323 本郷台駅から徒歩15分 ☎894－5353
FAX 349－1122

桂台保育園（市立） 桂台中4−15 神奈中バス「桂台中央」「桂山公園」から徒歩2分 ☎894－1374
FAX 894－1490

認定こども園いのやま・いのやま幼稚園
いのやま保育園（私立） 上之町２９−１ 港南台駅からバス約15分「上之中央」下車徒歩１分 ☎894－5588

FAX 894－5840 ◇

は
ま
っ
子

飯島幼稚園 飯島町１０５０−３ 戸塚駅からバス１０分「久保橋」下車すぐ ☎861－5155
FAX 871－3316

中野幼稚園
中野どんぐり保育園 元大橋２−３２−３ 港南台駅からバス５分「若竹町」下車徒歩５分 ☎893－3980

FAX 895－2651 ◇

※育児支援センター園・子育てひろば私立常設園（ひろば）及び私立幼稚園等はまっ子広場（はまっ子）の実施日や時間等については、各園にお問い合わせください。
★　一時預かりを実施している広場　　◇　認定こども園

磯
子
区

神
奈
川
区

金
沢
区

港
南
区

港
北
区

栄
区
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■瀬谷区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 にこてらす

二ツ橋町４６９
せやまる・ふれあい館１階 三ツ境駅から徒歩15分 ☎391－8316

FAX 391－8447 火ー土 9:30〜15:30
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎744－5554

つ
ど
い

親子のひろば まんま 瀬谷４−７−１９ ２階 瀬谷駅から徒歩３分 ☎303－5393
FAX 442－3666 月ー金 9:30〜16:00

ひろばネスト 三ツ境２３−８ 三ツ境駅から徒歩５分 　 ☎363－0367
FAX 同上

月ー金
（月１土） 10:00〜16:00 ★

つどいの広場 「ほっとスペース」三ツ境88−5 三ツ境駅から徒歩１５分 　 ☎274－2149
FAX 同上 月ー土 10:00〜16:00 ★

ひろば「きりかぶ」 五貫目町１６−１８ 南町田駅から徒歩２０分 　 ☎465－6355
FAX 同上 火・木・金 10:00〜15:00

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひろば 中屋敷保育園（市立） 中屋敷2−29−2 神奈中バス「中屋敷」から徒歩3分 ☎301－4852
FAX 301－5962

は
ま
っ
子

関東幼稚園 下瀬谷２−２３−３４ 瀬谷駅から徒歩１６分 ☎301－5924
FAX 303－9165

みなみ幼稚園 阿久和南４−１６−１ いずみ野駅から徒歩１５分 ☎362－0115
FAX 366－0115 ◇

■都筑区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点

Popola（ポポラ）
中川中央1−1−3
ショッピングタウンあいたい5階 センター北駅から徒歩2分 ☎912－5135

FAX 912－5160 火ー土 10:00〜16:00
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎479－5920

Popola（ポポラ）サテライト
池辺町4035−1
ららぽーと横浜3階 鴨居駅から徒歩７分 ☎507－6856

FAX 507－6857 火ー土 10:00〜16:00
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎507－5772

つ
ど
い

おやこの広場 『ぷらっとカフェ』仲町台１−２０−１１
ヒルサイド３０３ 仲町台駅から徒歩３分 　 ☎944－3554

FAX 同上 月ー金 9:45〜15:45 ★

すくすくサロン 佐江戸町１８２９ 鴨居駅から徒歩２０分 　 ☎516－9117
FAX 同上 月ー金 10:00〜15:00 ★

親と子のつどいの広場 つづき 北山田１−２−１
ウオールナットグローブB０１ 北山田駅から徒歩5分 　 ☎593－4011

FAX 同上 月ー金 9:30〜15:30
親と子のつどいの広場

「ハッピーひろば」
茅ヶ崎東３−26−2
サウスウイング201 センター南駅から徒歩3分 　 ☎777－9133

FAX 同上 月・火・木・金 9:45〜15:45

名　称 所在地 アクセス 連絡先
ひ
ろ
ば

みどり保育園（市立） 荏田南1−9−1 都筑ふれあいの丘駅から徒歩5分 ☎941－2800
FAX 941－3768

茅ケ崎南保育園（市立） 茅ケ崎南5−11−3 センター南駅から徒歩8分 ☎943－1285
FAX 943－1228

は
ま
っ
子

荏田南幼稚園 荏田南２−５−３ 都筑ふれあいの丘駅から徒歩１０分 ☎942－0210
FAX 942－5088

都田幼稚園 池辺町３０１７ 仲町台駅からバス１３分「数沢」下車徒歩６分 ☎941－2849
FAX 942－2843

■鶴見区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点

わっくんひろば 豊岡町３８−４ 鶴見駅から徒歩10分 ☎582－7590
FAX 582－7591 火ー土 9:30〜15:30

横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎582－5529

わっくんひろばサテライト 尻手1−4−51 尻手駅から徒歩８分 ☎642－5710
FAX 585－0051 火ー土 9:30〜15:30

横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎642－5200

つ
ど
い

はなはなひろば 生麦５−８−２４ 花月総持寺駅から徒歩２分 　 ☎567－8700
FAX 同上

月ー金
（月１土） 10:00〜16:00 ★

kitsch（キッチュ） 馬場１−5−30
コートレジデンス菊名103 菊名駅から臨港バス10分 ☎080－7667－9949 月ー金 10:00〜16:00 ★

親と子のつどいの広場 こまーま 駒岡１−２３−２０ 鶴見駅から臨港バス20分 　 ☎633－4868
FAX 同上 月ー土 9:30〜16:00

coron（ころん） 鶴見区上末吉5-1-34
リノヴァ三ツ池公園１階 鶴見駅からバス11分 ☎080－3582－9949 月ー金 9:30〜15:30

名　称 所在地 アクセス 連絡先
ひ
ろ
ば

鶴見乳幼児福祉センター保育園（私立）鶴見1−3−16 花月総持寺駅から徒歩3分 ☎581－5653
FAX 584－6874

鶴見保育園（市立） 鶴見中央2−10−7 鶴見駅または京急鶴見駅から徒歩7分 ☎501－9522
FAX 501－6795

■戸塚区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点

とっとの芽 川上町91−1　モレラ東戸塚3階 東戸塚駅から徒歩１分 ☎820－2885
FAX 825－6885 火ー土 9:30〜15:30

横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎719－2001

とっとの芽サテライト 上倉田町957−1　ヴィラ桜１階 戸塚駅から徒歩６分 ☎410－7010
FAX 同上　　　火ー土 9:30〜15:30

横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎410－8766

つ
ど
い

ゆうゆうひろば 矢部町１２５２−１２
ロイヤルシャトー河原１０５ 戸塚駅から神奈中バス５分 　 ☎864－1101

FAX 同上 月ー金 10:00〜15:00 ★

親と子の休憩室 はあとハウス 戸塚町４２５３−１
サクラス戸塚１階 戸塚駅から徒歩４分 　 ☎866－3377

FAX 987－2888 月ー金 10:00〜16:00

つどいの広場 きらきら 原宿４−１７−１
市立大正小学校内 戸塚駅から神奈中バス１５分 ☎080－2213－2585 月・水・木・金 10:00〜16:00 ★

名　称 所在地 アクセス 連絡先
ひ
ろ
ば

レインボー保育園（私立） 上矢部町2030−4 神奈中バス「第二工業団地中央」から徒歩1分 ☎811－3328
FAX 811－2730

川上保育園（市立） 川上町4−9 東戸塚駅から徒歩5分 ☎822－5926
FAX 822－8946

は
ま
っ
子

ひまわり幼稚園 戸塚町５１１８ 戸塚駅から徒歩８分 　 ☎864－0131
FAX881－2810 ◇

みどり幼稚園 汲沢２−２６−１４ 踊場駅から徒歩１０分 ☎881－2301
FAX 864－2264 ◇

しらかば幼稚園 矢部町１１６９ 戸塚駅から徒歩１５分 ☎871－2605
FAX 864－2543 ◇
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■中区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 のんびりんこ

住吉町１−12−１
belle横浜ビル3階 関内駅から徒歩4分 ☎663－9715

FAX 同上　　　火ー土 10:00〜16:00
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎228－8330

つどい シャーロック BABy 本牧 本牧和田１７−１７
テラスハウスD 石川町駅から市営バス１３分 　 ☎263－8647

FAX 同上 月ー金 10:00〜16:00 ★

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

新山下二丁目保育所（私立） 新山下2-3-1 元町中華街駅から徒歩10分または市営バス「貯木場前」から徒歩3分 ☎628－0819
FAX 622－5929

竹之丸保育園（市立） 竹之丸53−1 山手駅から徒歩５分 ☎641－1646
FAX 641－1613

■西区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 スマイル・ポート

みなとみらい３−３−１
三菱重工横浜ビルショッピングプラザ3階 みなとみらい駅から徒歩5分 ☎264－4355

FAX 264－4350 火ー土 10:00〜16:00
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎306－9090

つ
ど
い

シャーロック BABy 南軽井沢１８−１
南軽井沢パークサイド１１０ 横浜駅から徒歩２０分 ☎324－5033

FAX 548－4514 月ー金 9:30〜16:00
（金12:00〜16:00） ★

ぐらんまのいえ 境之谷３０−６ 桜木町駅から市営バス１0分 ☎341－4248
FAX 341－4249 火・水・木 10:00〜15:00

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

ろぜっと保育園（私立） 浜松町10−10 西横浜駅から徒歩2分 ☎251－3301
FAX 315－2544

南浅間保育園（市立） 南浅間町23−3 西横浜駅から徒歩３分 ☎312－0942
FAX 312－0867

■保土ケ谷区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 こっころ

川辺町２−５
パークタワー横濱星川１階 星川駅から徒歩2分 ☎340－0013

FAX 332－3190 火ー土 9:30〜15:30
横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎336－9707

つ
ど
い

親子のフリースペース 「ピア」 星川１−２５−１３
シエル星川Ⅰ−１０１ 星川駅から徒歩３分 　☎459－5258

FAX 333－9527 月ー金 9:30〜15:00 ★

親と子のつどいの広場 ぎんがむら 峰岡町３−４１７ 
アーバンヒルズ峰岡４階 和田町駅から徒歩１０分 　 ☎331－0468

FAX 442－3221 月ー土 9:15〜15:45 ★

とぴあ　 帷子町２−９９−２
ヴィラソレイユ209 保土ケ谷駅から徒歩３分 ☎461－9496

FAX 461－9497 月・火・木・金 9:30〜15:00

親と子のつどいの広場 星の子 上星川２−２−７
ロイヤル上星川ビル１階 上星川駅から徒歩５分 　 ☎489－8959

FAX 同上 月ー金 9:15〜15:45

親と子のつどいの広場 風の子 西谷3-24-12-101 西谷駅から徒歩５分 　 ☎453－8639
FAX 同上 月ー金 9:45〜15:15

親と子のつどいの広場 マムマム 狩場町３０１−５６
アルカディア壱番館１０２号室 保土ケ谷駅から市営バス１０分 ☎070－3520－0606

FAX 517－0834 月・火・木・金 9:30〜15:00

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

笹山保育園（私立） 上菅田町951−15 市営バス「笹山団地入口」から徒歩1分 ☎381－7465
FAX 381－7464

神戸保育園（市立） 神戸町104−20 天王町駅から徒歩7分 ☎333－6247
FAX 333－6254

天王町保育園（市立） 天王町2−42−29 天王町駅から徒歩5分 ☎331－1837
FAX 331－1894

はまっ子 スカイハイツ幼稚園 天王町２−５０−１ 天王町駅から徒歩７分 ☎335－6001
FAX 335－6002

■緑区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 いっぽ

十日市場町817−8 十日市駅から徒歩3分 ☎989－5850
FAX 989－5851 火ー土 10:00〜16:00

横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎272－5643

つ
ど
い

みどりっこ親子の居場所 はなまる 台村町332−１
第二丸正ビル201 中山駅から徒歩3分 　 ☎932－9122

FAX 同上
月ー金

（月１土） 10:00〜16:00 ★

ながつたパオパオ 長津田町２３１１−１ 長津田駅から徒歩５分 　 ☎532－6125 月ー金 10:00〜16:00
つどいの広場
みらいポケット

鴨居１−１１−２
リバーサイド鴨居１０１ 鴨居駅から徒歩５分 　☎532－3313

FAX 530－0805 月ー土 10:00〜15:30

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひ
ろ
ば

鴨居保育園（市立） 鴨居1−3−19 鴨居駅から徒歩5分 ☎933－2106
FAX 933－2104

小学館アカデミー
なかやま保育園（私立） 台村町399 中山駅から徒歩8分 ☎090－2523－4921

長津田保育園（市立） 長津田2−11−1 長津田駅から徒歩5分 ☎985－9978
FAX 981－2710

■南区
名　称 所在地 アクセス 連絡先 曜日 時間

拠
点 はぐはぐの樹

弘明寺町158 カルムⅠ201号室 京急「弘明寺駅」から徒歩3分、
地下鉄「弘明寺駅」から徒歩4分

☎715－3728
FAX 同上　　　火ー土 9:30〜16:00

横浜子育てパートナー　予約・相談専用ダイヤル　☎721－8686

つ
ど
い

さくらザウルス 蒔田ひろば 榎町１−１−５
フレア吉原１階 蒔田駅から徒歩８分 ☎711－4666

FAX 711－2665 月ー金 10:00〜16:00 ★

さくらザウルス 六ツ川ひろば 六ツ川１−２８７−７
ザ・ブランズヒル南横浜壱番館１０１ 弘明寺駅から徒歩７分 ☎711－4771

FAX 711－6331 月ー金 10:00〜16:00 ★

つどいの広場 えの木 井土ケ谷上町１８−２０
井土ヶ谷上二町内会館 井土ヶ谷駅から徒歩７分 ☎080－8889－0937 月・火・木・金 9:30〜16:00

M-HOUSE 三春台 三春台１５４−１ 南太田駅から徒歩１０分 ☎325－8749
FAX 325－8759 月ー金 10:00〜15:30

名　称 所在地 アクセス 連絡先

ひろば 井土ケ谷保育園（市立） 井土ケ谷下町13−17 蒔田駅から徒歩５分 ☎715－0198
FAX 715－0184

※育児支援センター園・子育てひろば私立常設園（ひろば）及び私立幼稚園等はまっ子広場（はまっ子）の実施日や時間等については、各園にお問い合わせください。
★　一時預かりを実施している広場　　◇　認定こども園
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