
子育て情報　一覧

分類
地図
番号

名称 開催場所 開催日・連絡先 対象者

1 アップルパイ
菊住コミュニティセンター
（駈上一丁目14-13）

毎月第３金曜日
午前10時～11時45分

菊住学区周辺の親子(０～３歳) 

2 親子で遊ぼう
明治コミュニティセンター２階
（明治二丁目14-1）

毎月第２・４火曜日
午前10時～11時30分

明治・伝馬学区周辺の親子（０歳～就園前）

3 きらきら星
四町公民会
（鳴尾一丁目347）

毎月第２・４水曜日
午前10時～12時頃

星崎学区在住の親子（０歳～就園前）

4 サロン　あんずちゃん 
大磯コミュニティセンター１階和室
（北内町3-25）

毎月第４月曜日
午前10時～11時30分

大磯学区周辺の親子（０～２歳未満）

5 サロンどサプリ
宝南コミュニティセンター１階和室
（元塩町1-20-6）

毎月第４水曜日
午前10時～11時30分

周辺学区の親子（０歳～就園前）

6
柴田ベイビーズルーム
Ｓｍｉｌｅ

柴田学区コミュニティセンターつどいの
館和光（元柴田東町2-20-2）

毎月第１土曜日
午前10時30分～11時30分

柴田学区在住の親子

7 すくすくちどり
千鳥コミュニティセンー１階和室
（天白町4-22　千鳥公園内）

毎月第２曜日
午前10時30分～11時30分

名南中学校区（千鳥・白水・柴田）の親
子（０～２歳）

8 たからぴよぴよクラブ  
宝コミュニティセンター
（宝生町2-2）

毎月第２木曜日
午前10時～11時30分

宝学区周辺の親子（０歳～就園前）

9 大生　たんぽぽクラブ
 大生ふれあいセンター
（西又兵ヱ町4-8-1）

毎月第３火曜日
午前10時～11時30分

大生学区周辺の親子（０～３歳）

10 チェリークラブ
桜コミュニティセンター１階和室
（桜台二丁目15-4）

毎月第４木曜日
午前10時～11時30分

桜学区周辺の親子（０歳～就学前）

11 にこにこクラブ
春日野コミュニティセンター１階
（霞町77）

毎月第２木曜日
午前10時～11時30分

春日野学区在住の親子（０～３歳）

12 のびっこ白水
白水コミュニティセンター和室
（鳴尾町字丹後江3023-3）

毎月第３水曜日
午前10時～11時30分

０～１歳児とその親

13 ましゅまろクラブ
笠東コミュニティセンター和室
（白雲町57）

毎月第３木曜日
午前10時～11時30分

笠東学区周辺の親子（０～３歳）

14 ｍａｍｍａ　ｃａｆｅ
南区在宅サービスセンター研修室
（前浜通3-10南区役所庁舎５階）

８月を除く毎月第３金曜日
午前10時～11時30分

笠寺学区周辺の親子（０～３歳）

15 わんぱく広場
豊田学区コミュニティセンター
（豊田四丁目9-19）

毎月第２水曜日
午前10時～11時30分

道徳・豊田学区在住の親子（０歳～就園前）

16 子育てひろば　てんま
伝馬コミュニティセンター
（豊一丁目37-8）

毎月第１・３木曜日(祝休)
午前10時～11時30分

妊婦、親子

17 子育てひろば　松元 第二松元幼稚園（明円町180）
毎週火・金曜日（祝休）
午前10時30分～12時

妊婦、親子

18 子育てひろば　りゅうとう 
笠東コミュニティセンター
（白雲町57）

毎月第２・４木曜日（祝休）
午前10時30分～11時30分

妊婦、親子

19 子育てひろば　ｍｏｍｏ
コミュニティハウスｍｏｍｏ
（豊一丁目38-23）

月曜日～金曜日（祝休）
午前10時～午後３時

妊婦、親子
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20 さくらあそび場
子ども家庭支援センターさくら
（呼続四丁目26-37　名古屋養育院多目
的ホール）

火・水・木・金曜日
（不定期、祝日・年末年始休）

親子

21 あそびの広場
南保健所２階健康増進室
（東又兵ヱ町5-1-1）

広報なごや掲載 親子（１歳９ヶ月～１歳10ヶ月）

22 子育てサロン　みなみ

火曜日：名古屋市南歯科医療センター
　　　　（前浜通7-11）
木曜日：大生ふれあいセンター
　　　　（西又兵ヱ町4-8-1）

火曜日と木曜日の２グループ
午前10時～正午

初めての赤ちゃんを持つお母さん（０歳
～満１歳の誕生月）
初めての出産を控えた妊婦

23 さくらんぼくらぶ
南保健所２階健康増進室
（東又兵ヱ町5-1-1）

奇数月の第４金曜日
午前10時～11時30分

南区在住で双子・三つ子を持つお母さん、
双子・三つ子を妊娠中の妊婦

24 ぴーちくらぶ
南保健所２階健康増進室
（東又兵ヱ町5-1-1）

毎月第２火曜日（変則あり）
午後１時30分～３時

南区在住の10代で妊娠・出産をした親子

25 喫茶サロン　よりゃーせ 春日野学区桜田八幡社社務所および境内
毎月第１・３金曜日
午前９時30分～12時

どなたでも

1
子育てネットあい
おひさま会

ゆう助産院（港東通1-17）
毎月第３・４火曜日
午後２時30分～(不定期イベント)

親子（３ヶ月～就園前）

2
春日野子育てサークル
たんぽぽ

笠寺公園
春日野コミュニティセンター（霞町77）
さくらホール(呼続四丁目26-37 名古屋養育院)

近隣の公園

毎週火曜日・金曜日
午前10時～11時30分頃

春日野学区周辺の親子（０歳～就園前）

3
自主保育サークル
てくてくケロッピ

呼続公園
名古屋養育院（呼続四丁目26-37）

毎週金曜日
午前10時～11時45分

親子（０歳～就園前）

4 なかよし広場
笠寺公園芝生広場
南区周辺の公園

毎週火・金曜日
午前10時30分～12時

親子（０歳～就園前）

5 自主サークル　わんこっこ
さくらホール(呼続四丁目26-37 名古屋養育院)

近隣公園など
毎月第１・３金曜日
午前10時～

平成17・18年度生まれの子どもと親

6 わんぱくさくラッコ 鶴田荘集会所（鶴田二丁目）
毎週水曜日・金曜日
午前９時30分～11時30分

桜学区周辺の親子（０歳～就園前）

1 地域子育て支援センターなのはな
菜の花保育園内（三吉町6-17）
コミュニティセンターなど

連絡先：612-8859 どなたでも

2 地域子育て支援センターはくすい 白水保育園内（鶴見通1-3-11） 連絡先：611-0439 どなたでも
3 域子育て支援センターたからじま 宝保育園内（浜田町4-120） 連絡先：611-7555 どなたでも
4 NPO法人 子育てなごや － 連絡先：698-3556 どなたでも
5 子育ち・子育て支援ＮＰＯたんぽぽ － 連絡先：811-3358 どなたでも
6 NPO法人ハピネス － 連絡先：692-0008 どなたでも
7 南区社会福祉協議会 前浜通3-10（南区役所庁舎４階） 連絡先：823-2035 どなたでも
8 南生涯学習センター 東又兵ヱ町5-1-10 連絡先：613-1310 どなたでも
9 南図書館 千竈通2-10-2 連絡先：821-1732 どなたでも

10 南児童館 東又兵ヱ町3-35-1 連絡先：612-9795 どなたでも
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1 1.神松保育園 神松町1-12 連絡先：611-7898
2 五条保育園 五条町3-1 連絡先：691-2255
3 芝保育園 芝町152-1 連絡先：822-4855
4 宝保育園 浜田町4-120 連絡先：612-7555
5 豊田保育園 忠次一丁目3-26 連絡先：691-5590
6 氷室保育園 氷室町19-6-101 連絡先：692-0477
7 宝生保育園 宝生町2-1 連絡先：613-1181
8 南保育園 氷室町2-6 連絡先：691-6226
9 本星崎保育園 星宮町217 連絡先：822-8216

10 笠寺幼児園 笠寺町字大門63 連絡先：811-2883
11 大生幼児園 西又兵ヱ町3-74 連絡先：611-4852
12 道徳保育園 観音町6-20 連絡先：692-4001
13 菜の花保育園 三吉町6-17 連絡先：612-3361
14 白水保育園 鶴見通1-3-11 連絡先：611-0439
15 箱舟保育園 鳥栖一丁目15-32 連絡先：823-3040
16 ほしざき保育園 鳴尾二丁目47 連絡先：612-1775
17 みよし保育園 源兵衛町3-32 連絡先：612-3362
18 明治保育園 豊一丁目24-3 連絡先：691-9743
19 よびつぎ保育園 汐田町7-25 連絡先：811-2701
20 葵第一幼稚園 浜田町1-15-4 連絡先：611-3462
21 葵第二幼稚園 白水町26 連絡先：611-6758
22 .いずみ幼稚園 天白町1-20-3 連絡先：611-7836
23 大江幼稚園 港東通1-11 連絡先：611-0039
24 小桜幼稚園 鳥栖一丁目6-2 連絡先：822-2732
25 正和幼稚園 星崎一丁目310 連絡先：821-7040
26 善東幼稚園 鳥山町3-40-1 連絡先：811-6430
27 曽池ひかり幼稚園 曽池町2-40 連絡先：823-3801
28 第二松元幼稚園 明円町180 連絡先：823-3745
29 鶴田幼稚園 鶴田一丁目5-20 連絡先：811-3603
30 道徳和光幼稚園 道徳北町2-14 連絡先：691-6876
31 マハヤナ幼稚園 呼続三丁目11-23 連絡先：822-0754
32 みどり幼稚園 呼続五丁目14-34 連絡先：811-3484
33 山崎幼稚園 呼続二丁目20-11 連絡先：811-6337
34 ユタカ幼稚園 内田橋二丁目30-8 連絡先：691-6721

1 南区役所　民生子ども課  ― 連絡先：823-9391 どなたでも

2
南保健所
　子育て総合相談窓口

― 連絡先：619-7086 どなたでも

3
南保健所
　こどものアレルギー
とぜん息相談

― 連絡先：614-2813 どなたでも
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4
名古屋市児童福祉セン
ター　児童相談所

― 連絡先：832-6111 どなたでも

5
名古屋市児童福祉センター

なごやっ子ＳＯＳ
― 連絡先：835-4152 どなたでも

6
子ども・子育て支援センター

758キッズステーショ
― 連絡先：262-2372 どなたでも

7 子ども家庭支援センターさくら  ― 連絡先：821-7867 どなたでも

8
南部地域療育センター
そよ風

― 連絡先：612-3357 どなたでも

9
子どもの虐待防止ネッ
トワーク「キャプナ」

― 連絡先：232-0624 どなたでも

10
時間外電話対応育児も
しもしキャッチ

― 
連絡先：0562-43-0555
（あいち小児保健医療総合セ
ンター内）

どなたでも

11 産後ヘルプ事業 ― 
連絡先：823-9391
（南区役所民生子ども課）

出産後（退院後２ヶ月以内、10日間ま
で）、家事・育児を手伝ってくれる人が
いない方

12 一時保育事業 ― 

連絡先：
823-9391（民生こども課）
811-2883（笠寺幼児園）
612-3361（菜の花保育園）

傷病・出産、週３日以内の就労等で緊急
的・継続的に保育困難な方、育児疲れの
ある保護者など

13
のびのび子育てサポー
ト事業（南支部）

― 
連絡先：612-1577（菜の
花保育園内）

市内在住・在勤・在学で57日～小学６年
生までの子どもを持つ方

14
病児・病後児デイケア
事業

― 
連絡先：613-1251
（病児・病後児保育室「にこに
こ」(みなみこども診療所)）

市内在住の、原則として０歳～小学３年
生までの病気・病気回復期にある児童

15
南区休日急患診療所平
日夜間急病センター

― 連絡先：611-0990 どなたでも

16 小児救急電話相談 ― 
連絡先：＃8000(短縮番号)

　　　　　263-9909
どなたでも

17 救急医療情報センター ― 連絡先：263-1133 どなたでも
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