
ふれあい・子育てサロン　　　№1 令和3年1月現在

期間 回 曜日

1 橋　本 わんぱく広場 橋本公民館 月 1 第4金 10:00～11:45 0円 おしゃべり等 0歳児～3歳位

2 橋　本 ぬくもり子育てサロン ふれあいの家
「ぬくもり」

月 1 第4火 10:00～11:45 0円 おしゃべり等 0歳児～2歳未満

3 橋　本 たんぽぽ パナソニックエイジフリー
ハウス相模原橋本

月 1 第2水 10:00～11:30 0円 交流、季節の工作、ダンス等 0歳児～2歳未満

5 大　沢 ちゅーりっぷ 大島こどもセンター 年 8 第3金 10:00～11:30 0円
子育てに関する情報交換
工作
講師を招いて子育てのお話等開催

未就学児
大沢地区社会福祉協議会
（大沢まちづくりセンター内）

０４２－７６１-２６１０

6 城　山 マシュマロクラブ 城山総合事務所
（第1別館2階和室）

月 1 第１月 10:00～12:00 0円
おもちゃ遊び・お絵かき
読み聞かせ・おしゃべり
情報交換

0歳～3歳

7 城　山 産巣日
む す び

サロン 城山公民館　他 月 1 第１金 11:00～14:00 0円 おしゃべり等 0歳児～2歳未満

8 津久井 みいっこクラブ 三井自治会館 週 1
金
※年末年始除く
　祝祭日も開催

10:00～12:00 0円
乳幼児同士、親同士の交流・情報交換
見守りボランティア（主に高齢者）の参
加による地域活性化

未就園児

9 津久井 げんきっ子ひろば 津久井老人福祉セン
ター

月 1 原則 第1金 10:00～11:45 0円 未就学児を対象とした子育てサロン 未就学児

10 津久井 寺子屋三井 三井自治会館 月 2
第1・3水
8月は毎週水

14:30～16:30
8月10:00～12:00

0円
カルタ取り・算数ゲーム
読み聞かせ・将棋・漢字練習
お手玉・トランプ・囲碁　等

幼児・小学生
中学生

11 相模湖 子育てサロン夢♥民
千木良公民館
（別館大会議室）

月 2 第2・3木 9:30～11:30 0円 子育てに関する情報交換 0歳児～2歳未満
相模湖地区社会福祉協議会
市社協相模湖地域事務所

０４２－６４９－０２０２

12 藤　野 幼児教室チューリップ 佐野川公民館 月 2 第1・3火 10:00～12:00
年会
費

500円
親子の交流 無

13 藤　野 藤野ミルククラブ 藤野総合事務所 週 2 水・金 10:00～12:00

年会
費

1000
円

親子の交流 無

14 小　山 あつまれ！おやこ 小山公民館 月 1
第4木
（７・12月のみ
第3木）

10:30～15:00 0円
交流
参加者同士の情報交換
休息の場

3歳未満
小山地区社会福祉協議会

（小山公民館内）
０４２－７５５－０３５０

No. 地区 名称 開催場所
開催頻度

橋本地区社会福祉協議会
（市社協緑区事務所内）

０４２－７７５－８６０１

城山地区社会福祉協議会
（城山総合事務所内）
０４２－７８３－１２１２

藤野地区社会福祉協議会
市社協藤野地域事務所

０４２－６８７－３３６１

時間 参加費 活動内容 対象年齢 お問い合わせ先

津久井地区社会福祉協議会
（総合事務所3階）

０４２－７８４－３３９３
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ふれあい・子育てサロン　　　№2 令和3年1月現在

期間 回 曜日
No. 地区 名称 開催場所

開催頻度
時間 参加費 活動内容 対象年齢 お問い合わせ先

15 清　新 子育てサロン
おひさまランド

清新こどもセンター 月 2 第2・4火 10:00～12:00 0円
交流・友人づくり
子育て相談
（第2火は親子サロンと合同で開催）

無
清新地区社会福祉協議会

（清新公民館内）
０４２－７５５－００５５

16 横　山 ちょこっとおもしろ
親子サロン

横山公民館
下九沢児童館

年
8回
程
度

第1木 10:00～11:30 0円 交流、子育て相談、紙芝居等
親子の体操、育児・栄養相談

未就学児

17 横　山 にこにこひろば 横山公民館 月 1 第１水 10:30～11:30 0円 交流・友人づくり・子育て相談 未就学児

18 横　山 子育てサロン
かるがも

下九沢児童館 月 1 第3木
（8・1月除く）

10:00～11:30 0円 親子の自由遊び 入園前

19 中　央 子育てサロン
れたすっ子

中央公民館 月 1 第1水 10:00～12:00 0円 交流・友人づくり、情報交換 未就園児

20 中　央 ふれあいむらとみ
子サロの時間

矢部自治会会館 月 1 第4金 10:30～12:00 0円 交流・友人づくり、情報交換 未就園児

21 星が丘 子育てサロン千代田 千代田7丁目自治会館 月 1 第3水 10:00～11:30 0円 担い手と母親の交流
参加者間の交流

未就学児

22 星が丘 子育てサロン星が丘 星が丘公民館 月 1 第2水 10:00～11:30 0円
保育士による紙芝居
手遊び、遊具による遊び
担い手と母親の交流

無

23 星が丘 子育てサロン横山 横山6丁目集会所 月 1 第4水 10:00～11:30 0円 子育て中の親子の仲間作り 未就学児

星が丘 共育サークルすくすく 星が丘公民館 月 1 第2または第3月 10：00～12：00 0円 子育て中の親子の仲間作り 未就学児

24 光が丘 ひまわり子育てサロン 光が丘公民館 月 1 不定期 9:30～11:30 0円
おもちゃ作り、リズム遊び等
調理師・保育士による育児相談
絵本の読み聞かせ

0才～3才

25 光が丘 ちびっこサロン 陽光台公民館 月 1 不定期 10:30～12:00 0円
親子遊び
親子同士の仲間づくり
育児相談・アドバイス

0才～2才前後

26 大野北 あつまれおやこ 大野北地区内の自治会館 年 6 不定期 10:00～11:30 0円 子育て中の親子の仲間作り 未就学児
大野北地区社会福祉協議会
（大野北まちづくりセンター内）

０４２－８６１－４５１２

27 田　名 おもちゃばこ 中心子どもの家 月 2
第2木
他１回は不定期
（8月は除く）

10:30～11：30 0円 親子あそび・リズムあそび等 未就園児
田名地区社会福祉協議会
（田名まちづくりセンター内）

０４２－７６１-００５６

横山地区社会福祉協議会
（横山公民館内）

０４２－７５６－７７１１

光が丘地区社会福祉協議会
（光が丘公民館内）
０４２-７５６－１１５０

中央地区社会福祉協議会
（中央公民館内）

０４２－７５８－０１３０

星が丘地区社会福祉協議会
（星が丘公民館内）

０４２－７５５－９９５５
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ふれあい・子育てサロン　　　№3 令和3年1月現在

期間 回 曜日
No. 地区 名称 開催場所

開催頻度
時間 参加費 活動内容 対象年齢 お問い合わせ先

28 大野中 のびのびクラブ 大野中公民館 月 1 第1金
（8月は除く）

10:00～11:30 0円
子どもたちの自由遊び
親同士の交流
手遊び等

未就学児

29 大野中 ハッピーサロン
　タッチ広場

新淵自治会新栄会館 月 1 最終火
（8・3月は除く）

10:00～11:30 0円
おもちゃで遊ぶ、体操、
クリスマス会、ゲーム
絵本遊び

３世代交流
（赤ちゃん、妊婦さん、
高齢者）

30 大野南 みんなの子育てサロン　ぽっかぽか
南区地域福祉交流ラウ
ンジ

月 4 第2・4
火・水

10:00～11:30 0円 おしゃべり、情報交換 子育て中の方ならどな
たでも

大野南地区社会福祉協議会
（大野南まちづくりセンター内）

０４２－７４９－２０５６

31 麻　溝 古山みずたま広場 古山公会堂 月 1 第1水 10:00～12:00 100円 母親同士の交流、自由遊び
情報交換、子育て相談

未就学児

32 麻　溝 空とぶクレヨン なないろキッズルーム 月 1
第3木
(7・8・12・3月は除
く)

10:00～11:30 0円 乳幼児の自由遊び
親同士の交流

0歳児
マタニティママ

33 麻　溝 ワイワイガヤガヤサロン 麻溝公民館 月 1 第2木 10:00～11：45 0円 集いを通しての
親子のふれあい

未就学児

34 麻　溝 谷戸ポッポ 谷戸公会堂 月 1 第2月
（4・8・1月は除く）

10:00～11:30 0円 　母親同士の情報交換、おしゃべり交
流、おもちゃ等で遊び

未就学児

35 新　磯 新磯子育てサロン 新磯公民館 月 1 第4金
（8月は除く）

10:00～11:30 0円 交流・友人づくり
子育て相談

0歳児
マタニティママ

新磯地区社会福祉協議会
（新磯まちづくりセンター内）

０４６－２４４－３７３３

36 相模台 わくわく南台 鶴ヶ丘団地集会所（4号棟） 月 1
第3水
3月は第2水
(8月は除く)

10:00～11:30 0円 交流 未就学児
相模台地区社会福祉協議会
（相模台まちづくりセンター内）

０４２－７４４－３１４８

37 東　林 子育てサロンたんぽぽ 東林公民館 月 1

第4水
※12・3月は変更
有
（8月は除く）

10:00～11:30 0円 工作、手遊びなど 未就学児

38 東　林 子育てサロン 母べえ 東林公民館 月 1 第3土
（8月は除く）

13:30～15:00 0円 心理カウンセラーと共に
おしゃべりをする

未就学児以上

東林地区社会福祉協議会
（東林まちづくりセンター内）

０４２－７０５-３３１５

大野中地区社会福祉協議会
（大野中まちづくりセンター内）

０４２-７０５-５１０５

麻溝地区社会福祉協議会
（麻溝まちづくりセンター内）

０４２ー７７８－２３８１
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