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地域ぐるみで子育てを見守る、会員制の有償支え合い活動です。地域の中
で、子どもを預かってほしい人と預かれる人との出会いをサポートします。
活動の一例 　

※預ける子ども：生後57日から小学校６年生まで
•子どもを預けてリフレッシュ
•産前産後、上の子どもの送迎や預かり
•学童期の子どもの預かりや送迎
預かってくれる会員も大募集中 ！
興味のある人は都筑区支部までお問い合わせください。

気軽に立ち寄り、自由に過ごせる子育ての休憩所のよ
うなところです。親子で過ごせるひろばがあり、子育て
情報の提供や子育て相談などもおこなっています。

配布場所  ポポラ・ポポラサテライト・区役所・親と子の
つどいの広場・区内公共施設（ケアプラザ・地区センター）など

横浜子育てサポートシステム都筑区支部（都筑区子育て支援センターPopola内）
 912-5157　  912-5160

中川中央１-１-３　
ショッピングタウンあいたい５階

 912-5135（代表）　  912-5160

池辺町4035-1　
三井ショッピングパーク　ららぽーと横浜３階

 507-6856（代表）　  507-6857

市内18区中平均年齢が最も若く（42.8歳※）、子どもの占める割合（15歳未満の占める割合15.0％※）が高い都筑区。このような
特徴を踏まえ、今回は子育てに役立つ情報をさまざまな角度から取り上げてみました。子育て中の人はぜひご活用ください。
※年齢別人口（住民基本台帳による）令和３年３月末日より

ポポラ   Popola
         ポポラ  Popolaサテライト

都筑区子育て支援センター

 〒 224-0032　都筑区茅ケ崎中央 32-1 948-2223　 948-2228　編集・発行／横浜市都筑区役所広報相談係   

　　１ページ⃝妊娠期から地域で安心して過ごせるように
　　　　　　　都筑の子育てを応援します！
２・３ページ⃝子育て応援マップ　
　　４ページ⃝小学生の放課後の居場所・親子で図書館を
　　　　　　　利用してみませんか？

火～土曜 10時～17時  
（ひろばは16時まで）
日•月曜、祝日、年末年始

（サテライトはららぽーと休館日はお休み）
対象  就学前の子どもとその養育者・妊娠中の

人とその家族・子育てを応援したい人

　沐
も く よ く

浴やお着替えの練習など、赤ちゃんの
お世話体験や先輩ママとの交流ができま
す。プレママだけでも、パートナーと一緒の
参加もOK。

Popolaサテライトでは「プレパパ・赤ちゃ
んのお世話プチ体験」もあるよ♪

日程    6月26日（土）　
              10月23日（土）　　　　 
               2022年２月26日（土）

　出産した時期が同じくらいのママ同士でお
しゃべりしませんか ？ 助産師や母子保健コー
ディネーターと相談できる日もあります。

PopolaサテライトPopola

　都筑区は転出入が多く、初めてのまちで初めて
の子育てをする人がとても多くいます。そのような
人たちが、このまちで安心して楽しく子育てでき
るように、子どもと一緒にまちのことを知りたくな
るように作った『つづきチルコロMAP』が大幅リ
ニューアル ！
　このまちで育った「つづきっこ」（小学生や中学
生）たちが、オススメしたいお気に入りスポットを
教えてくれるページや、自然や歴史を感じられ
る区内のプチ情報ものっています♪

～赤ちゃんのいる生活をイメージしてみよう～
　妊娠中の過ごし方
や、赤ちゃんのいる
生活のイメージ作り、
沐
も く よ く

浴体験など。
　赤ちゃんの誕生を
安心して迎えるため
の準備を、助産師や
ポポラのスタッフと一緒にしてみませんか ？

都筑のまちには、子育てを応援してくれる
人がたくさんいます。マタニティ期から区内
でおでかけできる施設が載っています。
配布場所  ポポラ・ポポラサテライト、

区役所、親と子のつどいの広場など

マタニティさん
応援MAP

イベントの詳細は、ポポラＨＰを見てね

都筑区子育て支援センターPopola・Popolaサテライトでは
プレママ・プレパパさんも参加できる事業をおこなっています。
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至中山駅
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中川中学校
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地図 場所・問合せ先 開館日・時間
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

 912-5135

火～土曜
10時～17時
※ひろばは16時まで

ポポラサテライト
池辺町4035-1　ららぽーと横浜３階

 507-6856

火～土曜
10時～17時
※ひろばは16時まで

区内の地区センターやコミュニティハウスなどの会場で、子どもを遊
ばせながら、子育てで不安に思っていることや悩みを、子育て支援者
が一緒に考えたり、仲間作りをお手伝いします。
対象者  就学前の子どもと保護者
問合せ  こども家庭支援担当  948-2318

地図 開催場所 実施日・実施時間

北山田地区センタープレイルーム 火曜　10時～12時

加賀原地域ケアプラザ 火曜　10時～12時

都田小学校コミュニティハウス 水曜　10時～12時

つづきの丘小学校コミュニティハウス 水曜　10時～12時

中川西地区センタープレイルーム
水曜　13時～15時

木曜　10時～12時

都筑中央公園レストハウス 金曜　10時～12時

仲町台地区センタープレイルーム
火曜　10時～12時

金曜　10時～12時

東山田地域ケアプラザ 木曜　10時～12時

都筑地区センタープレイルーム 木曜　10時～12時
※9月末まで閉館

川和町内会館 火曜　10時～11時30分

地図 場所・問合せ先 開館日時 登録料（初回のみ）・
利用料/１回

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

 944-3554

月～金曜
９時45分～15時45分
※第２金曜は、原則閉館

登録料  100円
利用料  大人1人100円
1か月フリーパス500円

親と子のつどいの広場 つづき
南山田3-14-19　  593-4011

月～金曜
９時30分～15時30分
※第２金曜は、原則閉館

登録料  100円
利用料  大人1人100円
1か月フリーパス500円

すくすくサロン
佐江戸町 1829　  516-9117

月～金曜
10時～15時

登録料  200円
利用料  200円

親と子のつどいの広場ハッピー
ひろば
茅ケ崎東3-26-2　サウスウイング201

 777-9133

月・火・木・金曜
９時45分～15時45分

登録料  100円家族１組
利用料  大人1人200円

回数券　６枚1,000円
1か月フリーパス　500円

NPO法人などを中心に、子育て親子の交流や地域の子育て関
連情報の提供、子育て・子育て支援に関する講習の実施を行って
います。
対象者  マタニティさんから０～３歳の就学前児童とその保護者

昼間や放課後の時間帯に保護者が就労等に
より家庭にいない児童が、安全で豊かな放課
後を過ごすために、地域の理解と協力のもと
で運営しています。
対象者  留守家庭児童等

地図 場所・問合せ先
川和放課後児童クラブ
川和町2342-2　　  511-8113
ちがさきちびっこくらぶ
茅ケ崎南5-1-53　オーク・ツダ202

 943-1545
かもいけこどもクラブ
見花山14-10-101　  941-5665
荏田東こどもクラブ
荏田南5-7-13　  943-1041
中川西こどもくらぶ
牛久保西4-19-1　鈴木テラスハウス２号

 913-7004
北山田こどもクラブ
北山田4-8-19  クレスト石原201号

 911-9153
山田こどもくらぶ
東山田2-4-12　サンクレストカワダIII 202号

 593-8585
仲町台ちびっこくらぶ
茅ケ崎南3-1-72　エルムビル202号

 941-8038
センター北すずらんクラブ
中川中央1-28-11　平本ビル201

 911-8814
あっとほーむクラブ
牛久保西3-2-7　  911-9502
学童クラブ　クオーレ
北山田1-12-10　プーロ・ア・プロフィット 1F

 595-1108
ベイキッズ　南山田学童クラブ
北山田3-17-19　セントハイツC棟103号

 548-5252
もあなのいえ
中川中央1-39-11　  482-3966
コズミックジュニア
中川中央1-27-6　イストアール2階

 482-7883

地図 開催場所

すみれが丘会館 すみれが丘37-28

牛久保西町内会館 牛久保西2-2

北山田地区センター
(2021年９月～2022年３月まで
工事のため会場変更の予定)

北山田2-25-1

東山田地域ケアプラザ 東山田町270

渋沢自治会館 荏田東4-20-11

荏田南２丁目自治会館 荏田南2-6-21

茅ケ崎南保育 茅ケ崎南5-11-3

対象者  １歳になるまでの子どもとその保護者
問合せ  こども家庭支援担当  948-2318
時間  10時～11時

放課後キッズクラブ、放課後児童クラブの概要について４ページに掲載していますので、
そちらもあわせてご覧ください。

地図 開催場所 所在地

仲町台地区センター 仲町台2-7-2

大熊保育園 仲町台3-6-6

葛が谷地域ケアプラザ 葛が谷16-3

下藪根自治会館 池辺町2676-2

加賀原地域ケアプラザ 加賀原1-22-32

都筑が丘第一自治会館 川和町2685-81

休日急患診療所 牛久保西1-23-4

地域の会場で月１回、赤ちゃんとの手遊びや育児
の情報交換、仲間づくりなどを行っています。

都筑区内には、子育て中のお母さん、お父さ
んが子どもと気軽にお出かけできる数多くのスポ
ットがあります。これらを活用して、子どもと一緒
に楽しいひとときを過ごしてみませんか。
※詳細については、各施設のホームページをご覧になる
か、お問合せください。

対象者  当該実施校に通学している小学生、または当
該小学校区内に居住する私立学校などに通学する小学生

場所・問合せ先

牛久保小学校 放課後キッズクラブ　  912-2094

荏田小学校 放課後キッズクラブ  911-8407

荏田東第一小学校 放課後キッズクラブ  941-7464

荏田南小学校 放課後キッズクラブ  941-2185

折本小学校 放課後キッズクラブ  942-6423

勝田小学校 放課後キッズクラブ  593-8230

川和小学校 放課後キッズクラブ  931-2281

川和東小学校 放課後キッズクラブ  942-8124

北山田小学校 放課後キッズクラブ  592-1771

すみれが丘小学校 放課後キッズクラブ  592-1139

茅ケ崎小学校 放課後キッズクラブ  941-6586

茅ケ崎台小学校 放課後キッズクラブ  942-8834

茅ケ崎東小学校 放課後キッズクラブ  942-3363

都田小学校 放課後キッズクラブ  941-2139

都田西小学校 放課後キッズクラブ  933-7690

都筑小学校 放課後キッズクラブ  913-5234

つづきの丘小学校 放課後キッズクラブ  944-3861

中川小学校 放課後キッズクラブ  591-6749

中川西小学校 放課後キッズクラブ  912-7118

東山田小学校 放課後キッズクラブ  594-4859

南山田小学校 放課後キッズクラブ  593-9162

山田小学校 放課後キッズクラブ  592-3705

小学校の施設内で、「遊びの場」と「生活の場」を提供す
るために実施しています。

らせん滑り台やのぼり棒などの大きな遊具があったり、工作や
読書などができる子どもたちに人気のある遊び場です。
乳幼児と保護者の人のためのプログラム「かもっこくらぶ」も開
催しています。
対象者  小中学生、付添人のいる幼児
場所  荏田東 3-2　 問合せ先   942-1569

開館時間  9時30分～12時15分　13時～16時30分
休館日  第３月曜(祝日の場合は翌日）

★

区内の市立保育園の園庭で遊んだり、季節
に合わせたイベントも実施しています。
※園ごとに実施内容が異なります
※初回は無料ですが、２回目以降は有料チ

ケット・パスポートが必要
対象者  ０歳から就学前の子どもと

　　　　その保護者

区内の一部民間保育園でも園庭開放などを実
施しています。
対象者  ０歳から就学前の子どもとその保護者

地図 開催場所・問合せ

 5 勝田保育園
勝田町266-1  591-2506

 6 なかまちっこじゃんぷ園
仲町台4-19-14  507-4717

 7
わおわお仲町台保育園
仲町台5-6-11  941-8033

 8 よこはま夢保育園
高山6-23　  949-9614

 9
スターチャイルド≪川和ナーサリー≫
川和町1250-3　EAST２階

 929-2223

10
中川こども園 
中川1-19-1　中川SOビル２階

 911-0011

11
わおわおセンター北保育園
中川中央1-8-13　  507-8041

地図 開催場所・問合せ

 1
大熊保育園
仲町台3-6-6  942-9884

 2
みどり保育園
荏田南1-9-1  941-2800

 3
中川西保育園
中川3-6-6  913-2060

 4
茅ケ崎南保育園
茅ケ崎南5-11-3  943-1285

地図 開催場所・問合せ

12
ピッコリ―ノ保育園
中川中央1-17-18　  913-1188

13 つくし保育園センター南
茅ケ崎中央49-10　  482-6011

14
グローバルキッズ都筑ふれあいの丘園
大丸9-16  942-3366

15
ナーサリーつづき
南山田2-26-8  595-2722

16
やまた保育園
東山田町349-2  590-3346

17 横浜みずほ幼稚園
北山田3-25  591-8120

18
ゆうぽーと保育園
池辺町4035-13  937-7077

19
鴨居北こども園
池辺町3851  932-5056

※園ごとに実施内容が異なります
※実施日は、各園にお問い合わせください
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小学生が放課後を楽しく安全に過ごせる場所として、横浜市では各小学校に設置されている「放課後キッズクラブ（キッズ）」と、地域で運
営されている「放課後児童クラブ（いわゆる「学童保育」）」の２つの事業があります。詳細については、各クラブにお問い合わせください。

※１ わくわく区分（区分１）では、新型コロナウイルス
感染症対策として一部受入れを制限しています。

※２ 留守家庭児童とは、保護者が就労等により、放
課後の時間帯において、お子さんを保護・養育
することが難しい世帯のお子さんをいいます。

※ 3 市民税所得割非課税世帯・生活保護世帯・就学
援助世帯は月額 2,500 円の減免制度あり。

ひとりでおはなしをきける子向け

わらべうたや絵本の読み聞かせを
行います。＊８月と 1月はお休みです。

日時  毎月第3水曜　
　　　　15時30分～16時

対象  ひとりでお話をきける子
＊保護者の付き添いは事前にご相談ください。

定員  先着５人　

絵本や紙芝居を読んだり、お話を語
ったりします。

都筑図書館のマスコット
「ちゅーず」

場所  都筑図書館　対面朗読室
申込方法  ２週間前（休館日や祝日にあた

る場合はその前週）の９時30分から都筑
図書館⑥⑦窓口か、 （948-2424）

新型コロナウイルスの感染予防のため、参加人数の制限、演者のフェイスシールドまたはマスクの着用など
の対策を講じた上で、開催します。みなさまの安全・安心のため、保護者のマスクの着用をお願いします。
参加時に検温させていただき、発熱が認められる場合は入場をおことわりさせていただきます。

０～３歳児向けの絵本を集めた
コーナーです。

絵本・児童書のリストや読み聞かせの手
法についての図書、児童文学の研究書
などを集めたコーナーです。

自分ひとりで本を読みたい！と思っ
たお子さん向けの本を集めった
コーナーです。

お子さんの成長に合わせてご利用ください。
絵本選びなどのご相談は、都筑図書館総合案内窓口まで ！ 

開館時間  火曜～金曜  9時30分～19時 土曜～月曜、祝日  9時30分～17時　 ２０２２年１月４日  12時～17時　
休館日  施設点検日（月1回）　年末年始（12月29日～1月3日）　図書特別整理日　臨時休館日
問合せ  都筑図書館　  948-2424　  948-2432

●横浜市立図書館カードは0歳の赤ちゃんから作ることができます。
●市立図書館全館で使えます。●全館合わせて1人6冊まで、2週間借りることができます。

 ０、１歳児と保護者

日時  毎月第２木曜 
　　　　①10時～　②10時45分～

定員  先着各５組

２、３歳児と保護者

日時  毎月第３木曜 
　　　　10時45分～

定員  先着５組

都筑図書館について

 初めて出会う絵本コーナー   はじめてのものがたりコーナー  児童書研究コーナー

ゆうやけ（A） ほしぞら（B）
学区内の小学生 学区内の小学生のうち留守家庭児童等※２ 対　象 留守家庭児童等※２

「遊びの場」 「生活の場」 役　割 「生活の場」

小学校の施設内
（学区内の国立私立小学校在籍児童も利用できます） 活動場所 民間施設（マンションや一軒家等）

平日、土曜 開所日 平日、土曜（土曜はクラブによって異なります）

放課後から16時まで 放課後から17時まで 放課後から19時まで 開所時間 放課後からおおむね19時まで（クラブによって延長あり）
土曜は原則、利用不可

長期休業期間は２時間程度 土曜、長期休業期間は８時30分から開所 土曜、
学校休業日の利用

土曜、長期休業期間はクラブによって異なります。
（８時30分以前に開所するクラブが多い）

無料 2,000円／月※3＋おやつ代 5,000円／月※3＋おやつ代 利用料等 クラブによって異なります※3

800円以内／年 保険料 —

なし あり（16時以降） おやつ あり（15時～16時ごろ）

各クラブへ直接申込み（詳細は各クラブにお問い合わせください） 申込み 各クラブへ直接申込み（詳細は各クラブにお問い合わせください）

入口

横浜市立図書館は100周年 ！
◎市立図書館ロゴマークが決定！
◎市立図書館功労者を表彰します！

   放課後キッズクラブ  区内22か所 　　　
わくわく区分（区分１）※１ すくすく区分（区分2）

  放課後児童クラブ
 区内14か所

０、１歳児　２、３歳児向け

都筑図書館のマスコット
「みゃーご」

学校の中で過ごします。
スポーツや工作などのプ
ログラムもあります。

おうちのようなアット
ホームな雰囲気で過ごし
ます。季節のイベントな

ども行います。




