
＊主催：校区社会福祉協議会（小学校区ごとに設置されている社会福祉協議会です）

№ 地域 校区社協名 場　所 № 地域 校区社協名 場　所

1  川上 　川上福祉館 第４木 10:00～ 高田 243-9332 轟 090-2968-7542 27  西伊敷・花野 　西伊敷福祉館 第１金 10:00～ 村山 080-3500-3246 若宮 090-8352-6106

2  吉野 　吉野校区公民館 第３木 10:00～ 宮竹 090-5476-7179 中馬
チュウマン

090-4998-3079 28  玉江 　玉里福祉館 第３水 10:00～ 今村 229-1004 米丸 225-7121

3  大明丘    吉野福祉館 第４火 10:00～ 中馬
チュウマン

090-4998-3079 29  伊敷 　伊敷公民館 第３火 10:00～ 米盛 090-4484-7462 増留 090-8834-9645

4  坂元・伊敷台 　玉里団地保育園 金(月1回) 10:00～ 𠮷崎 220-4021 新名
シンミョウ

主
　ズ

080-1725-9419 30 小山田・犬迫・皆与志 　小山田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 第３木 10:00～ 藤崎 238-5997 岩佐 238-4465

5  坂元台 　坂元台校区公民館 第２火 14:00～ 德永 248-2467 松元 247-6452 31  谷山 　谷山福祉館 第２火 10:00～ 野田 090-6772-4979 森 090-1086-0736

6  清水 　上町福祉館 第３火 10:00～ 上町福祉館 247-8962 32  西谷山 　西谷山福祉館 第１火 1３:00～ 柿元 268-4638 内 268-1839

7  大龍 　たてばば福祉館 第３木 10:00～ たてばば福祉館 248-3900 33  東谷山 　東谷山福祉館 第１水 10:00～ 米澤 267-5929 渡邉 260-2062

8  中洲 　上荒田公民館 第２金 10:00～ 窪田 255-5339 34  清和 　東谷山福祉館 第４木 10:00～ 東谷山福祉館 266-1059 久木原 266-3015

9  草牟田 　草牟田町内会公民館 第２水 10:00～ 大川 223-6323 小島 222-6772 35  和田 　和田福祉館 第３木 10:00～ 厚地
アツチ

269-2268 小倉 260-2823

10  原良 　永吉公民館 第３火 10:00～ 木浦 090-9653-2703 井久保 090-4990-8018 36  福平・平川 　福平福祉館 第３木 10:00～ 松元 090-5929-6974 寺地 090-5291-0631

11  明和 　明和福祉館 第３火 10:00～ 福元 080-3600-9101 髙木 090-5749-3785 37  中山 　谷山北福祉館 第２火 10:00～ 上野 264-0933 林 269-6435

12  西田 　城西福祉館 第２火 10:30～ 福山 090-5743-4688 豊平 080-1766-8869 38  桜丘東・桜丘西 　桜ヶ丘福祉館 第４火 10:00～ 東 264-5016 中野 275-3657

13 武岡・武岡台 　武岡福祉館 第１金 10:00～ 大石 282-0979 堂福 281-5676 39  星峯西・星峯東 　星ヶ峯福祉館 第４火 10:00～ 冠
カン

満
ミツ

265-9167 栗栖
クリス

265-9155

14  西陵 　西陵福祉館 第２火 10:00～ 坂尾 282-5646 鳥取
トットリ

部
ベ

281-3256 40  皇徳寺・宮川 　皇徳寺福祉館 第２金 10:00～ 横山 265-1391 大原 800-3747

15  広木 　田上台福祉館 第１火 10:00～ 田上台福祉館 265-2955 41  錦江台 　坂之上福祉館 第３金 10:00～ 森山 262-0766 中山 261-8088

16  田上 　田上福祉館 第２金 10:00～ 田上福祉館 259-7557 42  本名 　本名校区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 第２水 10:00～ 柚木
ユノキ

294-3830 石
イシ

下
ゲ

谷
タニ

294-4614

17  武 　武公民館（武幼稚園３階） 木(月1回) 10:00～ 池田 257-2911 43  宮 　宮校区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 第２金 10:00～ 中島 294-2584 窪 294-3913

18  荒田 　荒田１・２丁目公民館 第３水 10:00～ 外
ホカ

256-5946 尾上 255-4306 44  牟礼岡 　牟礼岡校区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 第４火 10:00～ 稲留 294-8395 祝迫 294-8270

19  八幡 　八幡校区振興会公民館 第4月 10:00～ 有村 090-5736-4491 児玉 080-5276-5324 45 桜島  桜島地域 　桜島保健センター 第３火 10:00～ 久米
ク　　　メ

293-4653 北村 293-2581

20  西紫原 　西紫原福祉館 第２火 10:00～ 田所 206-6521 吉川 258-7351 46  松元・東昌 　松元公民館 第３水 10:00～ 新福 278-1841 馬込 278-2324

21  紫原 　紫原福祉館 第２水 10:00～ 今村 090-7455-4367 城元 090-5285-1487 47  春山 　馬場自治公民館 第３木 10:00～ 新内
シンウチ

278-2218 斜
ナナ

木
メキ

278-4350

22  宇宿地域 　宇宿中間福祉館 第1水 10:00～ 原田 264-4894 迫田 080-8380-6089 48  石谷 　すこやかランド石坂の里 第４水 10:00～ 平松 090-5746-0380

23 　宇宿福祉館 第２水 10:00～ 作田 265-6206 迫田 080-8380-6089 49 郡山  郡山地域 　郡山児童センター 第４木 10:00～ 若松 298-2329 宇治野 298-8912

24  鴨池 　真砂福祉館 第２水 10:00～ 松崎 090-7383-2421 坂口 090-3737-8005 50  喜入 　善行寺 第2or3月 10:30～ 亀井 090-8667-9850

25  南 　三和児童センター 第２水 10:３0～ 三和児童センター 255-9915 篠塚 090-3226-3493 51  中名 　中名校区公民館 第1or3水 10:00～ 釜付 345-1876 福里　 345-1983

26  中郡 　鴨池福祉館 第３金 10:00～ 中原 253-3301 有留 090-2390-7324 52  瀬々串 　瀬々串校区公民館 第３火 10:00～ 肝付 347-1217 内木場 347-0167

喜入

曜日・開始時間 担当者・連絡先 曜日・開始時間 担当者・連絡先

吉野

伊敷

中央

谷山
城西

武
田上

吉田

鴨池

松元

● 親子あそびやリズム体操、折り紙など、親子で一緒に楽しく遊んでいます。

● 七夕やクリスマス、ひなまつりなど、子ども達が喜ぶ行事もいっぱいです。

＊日程・場所などは変更することもあります。予約制のところもありますので、それぞれのサロンの担当者の方へ確認してからご参加ください。

ふれあい・子育てサロンとは？
０歳～３歳くらいまでの子供とそのお母さんなどを対象に、季節の行事や遊びなどを通して、

仲間作りや情報交換、育児についての悩みや不安などを語り合いながら、相互に交流を深め子
育てを地域ぐるみで支えあうことを目的としています。

楽しい子育て、地域で応援しています。お気軽にご参加ください！

● 七夕やクリスマス、ひなまつりなど、子ども達が喜ぶ行事がたくさんあります。

問い合わせ先 鹿児島市社会福祉協議会 地域福祉推進課 ℡２２１－６０７１

ふれあい子育てサロンとは？
０歳～３歳くらいまでの子どもとそのお母さんなどを対象に、季節の行事や遊びなどを通し

て、仲間作りや情報交換を行い、育児についての悩みや不安などを語り合いながら相互に交流
を深め、子育てを地域ぐるみで支えあうことを目的としています。

http://www.fumira.jp/cut/baby/file89.htm

