
名前 場所 実施日 実施時間 対象者 申込み 参加費 内容 問合せ先

0歳～3歳の子ども
　　　　とその家族

おいで おいで
・年度毎に初回は利用登録が必要です。 ℡　２０－６６８２

就学前の子ども
　　とその家族 ・子育て世代の交流や相談の受付や

子育て情報の提供を行います。 すくすくランド
℡２２－５８００

就学前の子ども ・子育てに係るイベント・サークル・講座

　　とその家族 などを開催します。

製作活動や親子体操や絵本の読み聞かせ スマイリィ
など、楽しいあそびを用意しています。 ℡２０－０７７５

就学前の子ども 予約が必要な場合もあります。

　　とその家族 詳細は電話または各センターだよりを

確認してください。 すわこども園内
℡３８－１１９３

就学前の子ども
　　とその家族 ・室内や園庭を開放しています。

自由に遊んでください。日程時間は電話 川内すわこども園内
または各センターだよりを確認してください。 ℡２０－２６３０

就学前の子ども
　　とその家族

月～金曜日 ・子育てに悩んでいませんか？ ぱぴぃら
気軽に育児相談をしてみてください。 ℡２５－１８１５

就学前の子ども 電話でも受け付けています。

せんだい幼稚園 　　とその家族

近隣 ぽけっと
・時には子育てを少し離れてリフレッシュ ℡080-2779-6723

就学前の子ども 出来る時間を過ごしませんか。

　　とその家族

ほっとランド
℡２２－８３１３

お母さんや子どもさんが、子育てサポーター

と一緒に情報交換をしながら楽しむ場です。

絵本の読み聞かせ、指遊び、季節に応じた 中央公民館
イベントの開催 ℡２２－７２５１

地域子育て支援センター
　　毎週 不要 無料

西向田町18番26号

関小児科近隣 ９：３０－１５：３０

おいでおいで
月～土曜日

　妊娠中の方

中郷四丁目１87番地

育英保育園内 １０：００－１５：３０

すくすくランド
月～金曜日

　　妊娠中の方 行事によっては必要 行事によっては有料

行事によっては必要 行事によっては有料

地域子育て支援センター
　　毎週 不要 無料

地域子育て支援センター
　　毎週 不要 無料

青山町4194番地

青山幼稚園内 １０：００－１５：００

スマイリィ
月～土曜日

　　妊娠中の方

樋脇町市比野５５０

すわこども園内 １０：００－１５：００

すわっこ
月～土曜日

　　妊娠中の方 行事によっては必要 行事によっては有料

行事によっては必要 行事によっては有料

地域子育て支援センター
　　毎週 不要 無料

地域子育て支援センター
　　毎週 不要 無料

御陵下町19番5号

川内すわこども園内 ９：００－１４：００

tetote-てとて-
月～土曜日

　　妊娠中の方

隈之城町1001番地

純心幼稚園内 １０：００－１６：００

ぱぴぃら 　　妊娠中の方 行事によっては必要 行事によっては有料

行事によっては必要 行事によっては有料

地域子育て支援センター
　　毎週 不要 無料

地域子育て支援センター
　　毎週 不要 無料

平佐町3669番地1-B棟

９：００－１５：００

ぽけっと
月～土曜日

　　妊娠中の方 行事によっては必要 行事によっては有料

地域子育て支援センター
     毎週 不要 無料

宮里町3048番地9

清水丘保育園内 ９：３０－１５：３０

ほっとランド
月～土曜日

　　妊娠中の方 行事によっては必要 行事によっては有料

大小路町14番5号

毎週水曜日 １０：００－１２：００
３階（和室） その保護者子育てサロン 中央公民館 乳幼児と

不要 無料

子どもが家族が集える場
※参加される場合は、事前に各実施団体・会場等にお問い合わせください

薩摩川内市子育て支援課 作成

℡ ２３－５１１１

令和２年４月現在
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東郷町斧淵７２５番地１

社会福祉協議会

・開放型の子育てサロンです。 東郷支所

（４月はお休み） ℡４２－１８７２

・お母さん同士のコミュニケーションや 祁答院町下手４１番地

子どもさん同士の交流の場。 社会福祉協議会

地域ボランティアさんとともに、皆さまの 祁答院支所

ご参加をお持ちしています。 ℡５５－１６１０

・親子製作・絵本の読み聞かせ

親子体操・ベビーマッサージ・おやつ 社会福祉協議会
英会話・季節の行事 ℡２２－２３５５

樋脇町市比野２９２６番地２

社会福祉協議会

樋脇支所

℡３８－１１６６

・わらべうた、絵本の読み聞かせ、季節の遊びなど

入来こども園
℡４４－２３９１

・ボランティア「まるまるちゃんのおへや」おはなし会 市立中央図書館

絵本の読み聞かせ・手遊び・わらべうた ℡２２－３５４２

・工作もあります 樋脇町市比野２４４２－１

・８月はお休み 樋脇分館　℡３８－０００９

４月・８月・１０月・１２月は実施日や時間が変更に 入来町浦之名３３

（図書館） なっています。確認してご参加くだい。 入来分館　℡４４－５３１１

東郷町斧淵６１８－４

東郷分館　℡４２－００５３

祁答院町下手９７４

祁答院分館　℡２１－８７５５

４月は第４水曜日 里町里１９１０

７月と８月はお休み 里分館　℡09969-3-2958

子育てサロン
アミティプラザ 0～5歳の

不要 無料

不要 無料毎週木曜日 １０：００－１２：００

ちびっこクラブ
保健センター 未就学児と保護者

第3木曜日 １０：００－１１：３０

サンサン
東郷 未就学児と保護者

子育てサロン
祁答院 0～5歳の

子育てサロン

毎週火曜日
0～5歳の

不要 無料

永利町４１０７番地１

総合福祉会館 １０：００－１２：００

なかよし広場
未就学児と保護者

子育てサロン
樋脇

第3金曜日
0～5歳の

不要 無料１０：００－１１：３０

ゆっぴい
保健センター 未就学児と保護者

子育てサロン
第２・第４
火曜日

0～5歳の
不要 無料

入来町浦之名７５１７－３

入来こども園内 １０：００－１１：００

せせらぎ
未就学児と保護者

・「土曜日のおはなし会」
　　　読み聞かせや工作など

大小路町14番5号

おはなしのへや
第3火曜日 １０：３０－１１：００ 乳・幼児と保護者

　　　　　　　　　　など

中央図書館　2階
第１土曜日 １０：３０－１１：２０

小学生以下の子ども
保護者　など

不要 無料

１０：３０－１１：００

おはなしひろば
樋脇分館 第2金曜日 １０：３０－１１：３０

乳幼児と保護者など

入来分館 第３土曜日 １０：００－１０：３０

東郷分館 第３水曜日 ４月・８月はお休み

祁答院分館 第３水曜日 １５：００－１５：３０

里分館 第３水曜日 １４：３０－１５：００
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　毎週
日常の教材で遊ぶ・体育遊び・絵本

教材費・保険料 紙芝居

（どちらか1回） おやつ代含む

　　　毎週 純心幼稚園
℡２３－６１６９

（週3回）

入園予定の
満2歳からの子ども

と保護者
幼稚園就園前の保育です。 川内聖母幼稚園
お友だちと一緒に楽しく遊びながら過ごし、 ℡２２－３８７７

月謝24,500円 次第に幼稚園生活に慣れ、その後の幼稚園

（給食費含む） 入園をスムーズに行うことが出来ます。

子育て支援の教室です。様々な子育ての相談可能。

固定遊具・戸外遊び・工作・親子ヨガ

親子でえいご・親子体操・終了後13時まで園庭開放 御陵下町１１番９号
（4月・8月・3月はお休み）

2歳児クラス 保育料 ３歳の誕生日の次月から保育料の減免有 みくに幼稚園
26,000円/月 預り保育（長期休暇含む）利用可　 ℡２２－３９７４

（給食費含む） 18時まで　300円/日　　（固定預かりの場合保育料に

（長期休暇有） プラス　月～金6,000円/月　・　月～土9,000円/月）

児童クラブ 保育料

ｃｏｃｏａｃｔ （火曜日・木曜日） 火曜日コース 5,400円/年

（しげたこども歯科隣） 木曜日コース せんだい幼稚園

年20回開催予定 それぞれ親子９組 ℡２０－１２８０

入会準備金
10,000円

月曜日～金曜日 必要 保育料 せんだい幼稚園

28,000円/月 ℡２０－１２８０

（給食費含む）

水曜日か木曜日 １０：１５－１１：１５
未就園児と保護者

隈之城町１００１番地

わかばクラス 入園予定の
1日５００円 入園に向けての活動月・火・金 ９：００－１４：００

２～３歳児

つぼみクラス

純心幼稚園

２～３歳児の

必要

半期分3,000円

未就園児教室

川内聖母幼稚園

月２～３回程度

必要

準備金1,000円
(年間保険料含む）

１０：００－１１：１５

マリアン・キッズ 各学期　500円

モンテッソーリ教材を使っての活動
絵本の読み聞かせ、外遊び、親子ふれあい活動

森の子教室

みくに幼稚園

月2回 0歳～3歳の
必要 無料

ひよこ組

若松町２番２０号

2歳児保育
月曜日～金曜日

入園予定の
入会金5,000円

（年間保険料含む）
８：４０－１３：５０

すみれクラス
2歳からの子ども

１０：３０－１１：３０
水曜日 未就園児と保護者

月曜日～金曜日
入園予定の

必要９：００－１４：３０
２歳からの子ども

平佐町３６５８番地
(実施場所所在地）

ぐるんぱ

未就園児と保護者

2歳児クラス

せんだい幼稚園 ８：００－１４：３０

入園予定の
園生活の礎として、おかあさんと離れて集団生活
を送る2歳児クラスです。生活習慣を身に付ける
と共に、2歳児特有の発達を踏まえて保育してい
きます。預り保育の利用はできません。夏休み・
冬休み・春休みは休室となります。

2歳児親子クラス
隔週１回

９：３０－１１：３０

２歳児の
必要 園生活をミニ体験できる保護者参加型の少人数

親子クラスです。季節の製作やレクリエーション、
親子でのお遊戯などを通じてお子さん同士、保護
者同士のふれあいの機会を設け、園生活に向け
ての基礎を作り上げていきます。

平佐町３５９０番地２

ほしぐみ

２歳からの子ども
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WAKU童具あそび・外あそび

わらべうたあそび・リトミック

絵本の読み聞かせ・園の行事参加など のぞみ幼稚園
℡２２－３７４４

ファミリーサポート 薩摩川内市役所 季節に応じた製作活動

センター １階 絵本の読み聞かせ・フリータイム 薩摩川内市役所

℡２２－５０８５

９：３０－１０：４５ ２歳児 親子でフィットネスエクササイズ

毎週水曜日 １１：００－１２：１５ １歳児 育児に関する講習会・イベント等 運動公園町３０３０番地

せんだい １３：００－１４：００ ５か月～１歳児 お申込み　：　 川内スポーツクラブ０１　 サンアリーナせんだい内

はぐHUGくらぶ

℡２３－５５０１

絵本の読み聞かせ、園舎開放しています。

親子で自由に遊んでください。 永照寺保育園
（９月は第３火曜日　・　１２月と１月は第２火曜日） ℡３８－０４４８

生協コープかごしま 生協コープかごしま

川内店

2階　組合員集会所

℡099-286-1115

こひつじ保育

のぞみ幼稚園

　　　5月～
　　　月2回程

１０：００－１１：００

今年度３～4歳になる

必要

（０歳児・１歳児）
未就園児と保護者

　　　5月～
　　　月１回

１回　２００円

第３木曜日
９：５０－１１：５０ 0～6歳の

（2歳児・3歳児）
未就園児と保護者

大小路町５４番１６号

こひつじ保育
今年度1～２歳になる

神田町3番22号

不要 無料
１３：００－１５：００ 未就学児と保護者

育児ﾘﾌﾚｯｼｭ事業 サンアリーナ

必要
無料

樋脇保健センター 年間１０回 １４：３０－１５：３０ １歳位からの親子
申込用紙は市役所子育て支援課・各支所地域
振興課等にあります。また、市役所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞから
ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞもできます。（５月１３日開講式）

特別なプログラムはありませんが、親子でおもちゃ
で遊んだり、お母さん同士でおしゃべりをしてお過
ごしください。お茶・コーヒーを準備しています。
また、12時から13時は和室で昼食をとることもで
きます。奇数月は、鹿児島医療生活協同組合の
助産師・看護師さんよりお話を聞くことができま
す。（変更になることがあります）

１０：００－１２：００ 子育てひろば担当
がらっぱキッズ （変更になることもあります）

川内ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ０１

おやこ館
第１火曜日

（４月はお休み）
0歳～5歳の

必要 無料

樋脇町市比野２５４９

永照寺保育園 １０：００－１２：００
未就園児と保護者

子育てひろば

毎月第３木曜日
乳幼児とその保護者 不要 ひと家族50円
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