
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

令 和 ２ 年 度 
 

 

子育て応援団体！ 
 

子育てをあたたかく応援します 
 

平塚市内の子育て支援情報 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 平塚市社会福祉協議会 

（令和２年１０月発行）         この事業は赤い羽根募金の配分金が使われています 
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子育てサロンとは、子育てを支えあう「仲間づくり」ができ参加者同士

やサークル・サロンを運営しているスタッフやボランティアさんと気軽にお

しゃべりができ、安心して過ごせる場所です。サークル・サロンの運営主体

は様々ですが、「子育て」「子育ち」しやすい環境づくりの一環として、各地

域で開催しています。 

 

例えば・・・ 

☆彡親子の自由遊び（会場内におもちゃが用意されています） 

☆彡親子のふれあい遊び（手遊び、うた遊び、クリスマス会など） 

☆彡絵本の読み聞かせ 

☆彡子育てのちょっとした不安や心配ごとの相談など 

୨୧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧ 

サークル・サロンの内容は異なりますので、各サークル・サロンへお問い合わせください 

୨୧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・୨୧ 

 

 

ひ ら あ れ 

（ひらつか食物アレルギーの会） 

子育てサロン つくしんぼ 

子育てサークル・サロンはどんなところ？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

赤い羽根は小さなことをしています 

https://hanett.akaihane.or.jp 

 

 
 

 

 
                ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧  

 

 お問い合わせ： 平塚市社会福祉協議会 
                 

電話 33-０００７ FAX 3０-３３１２ 

 

E メール vc@hiratsukasyakyo.net   

 
 ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ ୨୧ 

この冊子は赤い羽根募金の配分金で作成されています  

は  ね  っ  と 



地　区　名

富　士　見

崇　善

松　原

港

花　水

な　で　し　こ

八　幡

真　土

四　之　宮

中　原

南　原

松　が　丘

豊　田

田　村

大　神

横　内

城　島

岡　崎

金　田

土　沢

旭　南

旭　北

金　目 広川・千須谷・片岡・南金目・北金目・真田

　　　地　区　名　一　覧　表
　　　　　　　　住まわれている地区が不明な方はこちらをご覧ください

大島・小鍋島・下島・城所

岡崎・ふじみ野

寺田縄・入野・入部・長持・飯島・中原下宿

土屋・めぐみが丘・上吉沢・下吉沢

出縄・万田・高根・山下・高村

日向岡・公所・河内・纒・徳延・根坂間

南原

東中原・新町・大原・中原３丁目１～１９

豊田平等寺・南豊田・東豊田・豊田打間木・豊田小嶺・豊田宮下・豊田本郷・北豊田

田村

吉際・大神

横内

桃浜町・龍城ケ丘・八重咲町・松風町・黒部丘１～９番・袖ケ浜・虹ケ丘１～１２番・菫平

唐ケ原・撫子原・黒部丘１０～３０番・花水台・虹ケ浜１３～２４番

西八幡・東八幡・八幡

東真土・西真土

四之宮

御殿・中原１～２、３丁目２０～２６

地　　名

桜ヶ丘・上平塚・達上ケ丘・諏訪町・中里・富士見町・豊原町・平塚

立野町・見附町・錦町・浅間町・紅谷町・明石町・宮松町・宮の前・宝町・追分

老松町・八千代町・天沼・堤町・中堂・榎木町・馬入本町・馬入・長瀞・須賀

高浜台・夕陽ケ丘・千石河岸・札場町・幸町・代官町・久領堤



 

富 士 見 

 

崇 善 

松 原 

八 幡 

四 之 宮 

真 土 

中 原 

南 原 

旭 北 

旭 南 

土 沢 

金 目 

岡 崎 

金 田 

豊 田 

城 島 

横 内 

田 村 

大 神 

１ 子育て仲間のおしゃべり会 

２ ひよこ 

３ こひつじひろば 

〇 江南交通 

４ 親子であそびましょう 

5 星の子サークル 

6 おもちゃぱ～く 

7 でふ・ふれんず湘南 

8 ひらあれ 

41 あいあいリトミック 

★もこもこ 

〇追分交通 

16 子育て広場 のびのび 

17 子育てサロン いちごクラブ 

   

19 子育て るんるん 

★きりんのおうち 

〇神奈中タクシー 

9 すくすく 

32 子育てひろば ひよこ土屋 

 

33 子育てひろば ひよこ吉沢 37 あそびの広場 のびのび 

40 club enlink 

★つどいの広場 どれみ 

 

38 すくすくっこ 

39 子育てサロン「つくしんぼ」 

★  ここにくらす 

 

30 どんぐり 

31 おもちゃの広場 

21 ぶらんこ 

2２ 子育て支援「体育館で遊ぼう」 

26 子育てサロン「ぽっかぽか」 

25 たいよう 

2３ 子育て広場 

2４ ほっと子育て 

18 ぴよぴよ 

41 あいあいリトミック 

 

20 子育て広場 プリン 

2７ さくらんぼ 

28 おかざき鈴の里ふれあいサロン 

29 よんぱくクラブ 

3４ 子育て支援 たんぽぽの会 

3５ おひさま 

3６ きずなっ子 

15 あーんとあんと 

なでしこ 

花 水 

港 

12 花水子育てサロン 

13 「スペース JOY」親子のムーブメント 

14 あーかのおへや 

10 みなと子育てサロン 

11 おはなしひろば「イルカのおやこ」 

★ぽけっと 

〇平塚交通 

★子育て支援センター 

☆ファミリー・サポート・センター 

〇神田交通 

◆保健センター 

松が丘 

★・・・・ つどいの広場・子育て支援センター 

☆・・・・ 平塚市ファミリー・サポート・センター 

〇・・・・ タクシー会社  

♦・・・・ 保健センター 

*:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:* 

子 育 て 応 援 マ ッ プ 

 *:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:* 

富士見 

お住まいの地区やサロン・事業所等の所在地をご確認ください。 
 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止・変更等している場合が 

ございます。直接サークル、サロン等へご確認ください。 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

1 富士見地区 子育て仲間のおしゃべり会 

開催場所：富士見公民館  

開催日 ：第４月曜日（１２月は第３月曜日） 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：親子遊び、情報交換、育児相談 など 

連絡先 ：三木 孝子 

電話番号：33-5848 

２ 富士見地区 ひよこ 

開催場所：富士見地区町内福祉村「ぬくもりの家」 

開催日 ：第２・４木曜日 

活動時間：１０：３０～１２：００ 

活動内容：子育て親子の交流、赤ちゃんに優しいおもちゃでの親子 

遊び、絵本、手遊び、工作など（０歳児～２歳くらいまで。） 

連絡先 ：富士見地区町内福祉村「ぬくもりの家」 

電話番号：33-7533 

３ 富士見地区 こひつじひろば 

開催場所：平塚バプテスト教会 こひつじ館 

開催日 ：毎週木曜日（祝日・年末年始を除く） 

活動時間：１０：３０～１２：００ 

活動内容：自由あそび、情報交換 

連絡先 ：牧師 平野 健治 

E メール：hirabapbokushi@gmail.com 

電話番号：33-2320 

４ 崇善地区 親子であそびましょう 

開催場所：崇善公民館  

開催日 ：第４金曜日 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：親子遊び、季節を取り入れた制作、コーナー遊び等、 

育児相談など 

連絡先 ：庄司 史弘 

電話番号：080-2374-4141 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

５ 崇善地区 星の子サークル 

開催場所：青少年会館、公民館、野外 

開催日 ：木曜日ほか 

活動時間：１０：００～１２：００（９：５５受付） 

活動内容：親子遊び、運動会、クリスマス会、工作、歌、 

体操、みかん狩り、ハロウィンパーティー など 

参加費用：入会金 ５００円 会費３か月 １０００円 

持ち物 ：毎月予定表で確認 

連絡先 ：諸伏 愛子 

電話番号：090-6055-1608 

６ 崇善地区 おもちゃぱ～く 

開催場所：平塚市福祉会館 １階集会室 

開催日 ：第１・３金曜日（祝・祭日を除く） 

活動時間：１０：００～１２：００ 

活動内容：おもちゃで自由に遊べる場として開放しています。遊んだお

もちゃは片付けてお帰り下さい。職員・スタッフ常駐なし。  

連絡先 ：平塚市社会福祉協議会 総務企画課（平塚市福祉会館） 

電話番号：33-2333 

７ 崇善地区 でふ・ふれんず湘南 

開催場所：平塚市福祉会館 

開催日 ：毎月いずれかの土曜日 

活動時間：９：３０～１１：３０ 

活動内容：聴覚障がい未就学児の子育てサロン（自由遊び、絵本の

読み聞かせ、保護者対象の手話勉強会など） 

持ち物 ：飲料・オムツなど 

連絡先 ：野間 紳 

E メール：deaf_kosodate@yahoo.co.jp 

電話番号：２６-6918 

８ 松原地区 すくすく 

開催場所：松原分庁舎 

開催日 ：第１・２・３木曜日（第２木曜は開放日） 

活動時間：１０：００～１２：００ 

活動内容：手遊び、絵本読み、エプロンシアター、外遊び（すべり台 、

トランポリン、子どもプール、手押し自転車など）、わらべう

た、リズム遊び 

連絡先 ：松原地区町内福祉村 

電話番号：２４-１２２３ 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

９ 港地区 みなと子育てサロン 

開催場所：ベイサイドホール 

開催日 ：第４金曜日 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：自由遊び 

連絡先 ：港地区町内福祉村 

電話番号：23-9836 

１０ 港地区 おはなしひろば「イルカのおやこ」 

開催場所：港子どもの家（かもめハウス） 

開催日 ：第２火曜日 

活動時間：１１：００～１１：３０ 

活動内容：絵本、紙芝居、手遊び、パネルシアター、エプロンシアター

など  

連絡先 ：笹本 弥生 

電話番号：090-9346-5004 

１１崇善地区 ひらあれ（ひらつか食物アレルギーの会） 

開催場所：ひらつか市民活動センター 

開催日 ：月１回木曜日（ブログ・メールにてお知らせ） 

活動時間：１０：００～１２：００ 

活動内容：食物アレルギーをもつお子さんの親同士の 

情報交換。不定期の勉強会 

参加費用：活動により実費負担あり 

連絡先 ：山口 かおり 

E メール：hiralle2013@gmail.com 

１２ 花水地区 花水子育てサロン 

開催場所：花水公民館 2 階ホール 

開催日 ： 12 月 21 日・1 月 25 日・2 月 15 日・3 月 22 日 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：自由遊び・情報交換・保育士による読み聞かせや親子体操、月により保健

指導（５月）栄養指導（１０月）歯科指導（２月）七夕飾り作り（6 月）

お楽しみ会（ブックフェスタ７月）リトミック（８月）お茶会（９月） 

手づくりおもちゃ（１１月）クリスマス会（１２月） 

連絡先 ：相原 明子 

 

電話番号：22-2613 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

１３ 花水地区 「スペース JOY」親子のムーブメント 

開催場所：平塚 YWCA（駅南口） 

開催日 ：第１金曜日（基本） 

活動時間：１０：００～１２：００ 

活動内容：ムーブメント、ふれあいあそび 

パネルシアター、親同士の交流、子育て相談 

参加費用：１回 ５００円 

連絡先 ：平塚 YWCA 月・木 ９：３０～１５：３０ 

電話番号：21-1990 

１４ 花水地区 あーかのおへや 

開催場所：なでしこ児童クラブ 

開催日 ：月曜日～木曜日（第１・３木曜日は除く） 

活動時間：９：３０～１２：００ 

活動内容：親子遊び（手遊び、リズム遊び、製作、絵本の読み聞

かせなど）、情報交換、育児相談 、もんもん保育園嘱

託医による健康相談等、もんもん保育園管理栄養士に

よる食育 

連絡先 ：なでしこ児童クラブ（担当：永田、淡路） 

電話番号：35-3158 

1５ なでしこ地区 あーんとあんと 

開催場所：なでしこ公民館 

開催日 ：第１・３木曜日 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：自由遊び、情報交換 

連絡先 ：なでしこ地区町内福祉村 

電話番号：35-1328 

１６ 八幡地区 子育て広場 のびのび 

開催場所：八幡公民館 

開催日 ：第３月曜日（８月・９月休み） 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：自由遊び 

連絡先 ：原田 栄子 

電話番号：22-6986 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

1７ 八幡地区 子育てサロン いちごクラブ 

開催場所：八幡自治会館 

開催日 ：第２木曜日 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：自由遊び 

連絡先 ：八幡地区町内福祉村 

電話番号：23-2989 

１８ 真土地区 ぴよぴよ 

開催場所：大野公民館 大ホール 

開催日 ：第３金曜日 ７月・１２月は第２金曜日（８月休み） 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：自由遊び、情報交換、ミニ健康講座 

手あそび、イベント（年間８回） 

連絡先 ：小森 あつ子 

電話番号：54-1541 

１９ 四之宮地区 子育て るんるん 

開催場所：四之宮公民館 

開催日 ：第３月曜日 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：親子遊び、情報交換  

連絡先 ：相原 明美 

電話番号：55-4040 

２0 中原地区 子育て広場 プリン 

開催場所：ひばり野会館 

開催日 ：第４月曜日 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：簡単な工作、自由遊び、絵本の読み聞かせ、 

情報交換、ゲームなど  

参加費用：初めての方のみ 名札代 １００円 

持ち物 ：飲み物 

連絡先 ：高遠 広子 

電話番号：31-6785 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

21 南原地区 ぶらんこ 

開催場所：南原自治会館 

開催日 ：第３木曜日中心（変更あり）２月・８月休み 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：自由遊び、お誕生会、保育士による手遊び 

絵本読み聞かせ、季節の工作、夏まつり（７月） 

ハロウィン（１０月）、クリスマス会（１２月） 

など 

連絡先 ：小笠原 美奈子 

電話番号：35-1587 

23 田村地区 子育て支援「体育館で遊ぼう」 

開催場所：神田公民館 

開催日 ：年５回 

（５月・７月・１０月・１２月・令和３年２月） 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：体育館での子育て支援 

持ち物 ：水筒・タオル・上履き 

連絡先 ：石川 由紀子 

電話番号：54-9351 

24 大神地区 子育て広場 

開催場所：大神公民館 

開催日 ：第３木曜日（８月は第４木曜日） 

活動時間：１０：００～１１：３０（８月・１２月は１３：００まで） 

活動内容：自由遊び  

連絡先 ：細野 陽子 

電話番号：55-0797 

25 大神地区 ほっと子育て 

開催場所：大神よりきの郷（リフレッシュプラザ平塚内） 

開催日 ：毎週火・金曜日 

活動時間：１０：００～１２：００ 

活動内容：自由遊び 

連絡先 ：福祉村大神よりきの郷 

電話番号：55-7114 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

26 横内地区 たいよう 

開催場所：横内子どもの家 

開催日 ：第３水曜日 

活動時間：１０：１５～１１：４５ 

活動内容：自由遊び、親子体操、読み聞かせ、プール、 

クリスマス会など 

連絡先 ：長岡 津也子 

電話番号：090-8115-5112 

27 城島地区 子育てサロン「ぽっかぽか」 

開催場所：城島公民館 

開催日 ：１２月７日、1月１８日、２月１日、2月 15 日 

     ３月１日、３月 29日 

活動時間：１０：００～１１：４５ 

活動内容：自由遊び、親子交流遊び、読み聞かせ、図工 

ママのヨガ 

参加費用：初めての方のみ名札代（５０円） 

手作り材料代（１２月のみ３００円） 

連絡先 ：小宮 節子 

電話番号：55-8123 

28 岡崎地区 さくらんぼ 

開催場所：岡崎公民館 

開催日 ：第１・３金曜日 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

参加費用：無料（初回名札代、材料費等実費） 

活動内容：自由遊び、情報交換、子育てについての学び  

連絡先 ：黒田 眞美江 

電話番号：58-5229 

29 岡崎地区 おかざき鈴の里ふれあいサロン 

開催場所：岡崎地区町内福祉村 おかざき鈴の里 

開催日 ：平日、月曜日～金曜日  

活動時間：１０：００～１５：００ 

活動内容：親子サロン 

持ち物 ：昼食持ち込み可（１２：００～１３：００） 

連絡先 ：おかざき鈴の里 

電話番号：58-8789   

URL    ：http://www.son-net.ne.jp/~oka-fhm/7 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

３0 岡崎地区 よんぱくクラブ 

開催場所：岡崎公民館  

開催日 ：第３・４水曜日ほか 

活動時間：９：５０～１１：１０ 

活動内容：親子リズム遊び、親子体操（ダンベル） 

工作、絵本紹介、クリスマス会など 

参加費用：令和２年度のみ、１家族１回２００円で実施予定 

          ※5000 円/年（材料費・クリスマス会費用・親子ダンベル代金

（1000 円）等すべて含む）ダンベル持参すれば 4000 円/年 

 

持ち物 ：ダンベル（オリジナル）飲み物（水 or お茶） 

連絡先  ：高橋 優子 

電話番号：58-8196  090-4392-3818 

３１ 金田地区 どんぐり 

開催場所：金田公民館 

開催日 ：第３火曜日 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：月ごとのプログラムあり 

持ち物 ：９月は歯ブラシ 

連絡先 ：雨宮 恵子 

電話番号：36-7105 

３２ 金田地区 おもちゃの広場  

開催場所：金田公民館・ぬくもりの家（富士見地区福祉村） 

開催日 ：毎月１回火曜日または、月曜日・木曜日 

活動時間：１０：００～１２：００ 

活動内容：おもちゃと遊びの子育て、交流サロン 

連絡先 ：堀口 美佐子 

電話番号：36-2157 

３３ 土沢地区 子育てひろば ひよこ土屋 

開催場所：土屋公民館 

開催日 ：第３金曜日（８月２１日と２月１９日は休み） 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：親子交流会、お楽しみタイム（保育士・ボランティア） 

6 月親子で見て学ぼう！体操、１１月おいも堀、 

１２月クリスマスお楽しみ会 

連絡先 ：子育てひろば ひよこ 土屋 

電話番号：58-8434 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

３４ 土沢地区 子育てひろば ひよこ吉沢 

開催場所：吉沢公民館  

開催日 ：第１金曜日（１月８日、３月５日、３月６日は休み） 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：自由遊び、情報交換 

連絡先 ：坂間 里美 

電話番号：５８-３７７１ 

３５ 旭南地区 子育て支援 たんぽぽの会 

開催場所：高根自治会館（２階） 

開催日 ：第２月曜日（休みは第３月曜日、８月は休み） 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：絵本の読み聞かせ、エプロンシアター、 

ペープサート、工作（お面づくり、ひな人形他） 

持ち物 ：子どもの飲み物 

連絡先 ：福田 恵子 

電話番号： 35-1103 

３６ 旭南地区 おひさま  

開催場所：旭南公会館 

開催日 ：第３木曜日（８月は休み） 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：自由遊び、紙芝居、手遊び、工作など 

連絡先 ：①船橋 広美  ②内田 温代 

電話番号：①34-8845  ②35-4721 

３７ 旭南地区 きずなっ子 

開催場所：小向自治会館 

開催日 ：毎週火・金曜日 

活動時間：１０：３０～１４：３０ 

活動内容：親子サロン、自由遊び 

連絡先 ：旭南地区町内福祉村「あさひの絆」 

電話番号：33-9733 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

３８ 旭北地区 あそびの広場 のびのび 

開催場所：西部福祉会館 子育てサロン 

開催日 ：月・火曜日 

活動時間：１０：００～１6：0０ 

活動内容：子育て中の親子が集う交流の場 

連絡先 ：西部福祉会館 

電話番号：50-5525 

３９ 金目地区 すくすくっこ 

開催場所：金目公民館 

開催日 ：第４月曜日（１２月は休み） 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：自由遊び、情報交換 

連絡先 ：金目公民館 

電話番号：58-0101 

４０ 金目地区 子育てサロン「つくしんぼ」 

開催場所：真田自治会館 

開催日 ：月２回 開催日は WEB サイトへ 

活動時間：１０：００～１２：００ 

活動内容：自由遊び、親子交流、情報交換、季節のイベント 

（自然遊びなど） 

E メール：tsukushinbo17@gmail.com 

URL  ：http://tsukushinbo17.blogspot.com 

４１ club enlink 

開催場所：西部福祉会館・平塚市福祉会館・中央公民館 

開催日 ：主に土・日のどちらか 

対 象  ：障がい児とそのきょうだい 

活動時間：主に午前中 

活動内容：障がいを持つお子さんとその家族の交流、ムーブメント 

リトミック、絵画造形教室、自由遊び、 

ママたちの茶話会、体操教室、勉強会など 

持ち物 ：随時 

参加費用：子ども１人につき半期ごと 2000 円（年間 4000 円） 

連絡先 ：櫻井 知子 

電話番号：61-8880 



子育てサークル・サロンの情報 新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接ご確認ください。 

４２ あいあいリトミック 

開催場所：①大野公民館 ②平塚市福祉会館 

開催日 ：①月曜日   ②金曜日 

活動時間：１０：００～１１：３０ 

活動内容：親子リトミック、音楽知育、季節の歌、ペープサート 

制作など 

持ち物 ：動きやすい服装 飲み物 

活動費用：１回５００円 （きょうだい１才から 250 円） 

連絡先 ：相原 真由美 

E メール：iirytho555@md.scn-net.ne.jp 

電話番号：090-5828-9927 

 

 



                 そ の 他        ※祝日、年末年始は原則お休み 

１ おもちゃの病院 ドクターくるりん 

開催場所： 

①西部福祉会館          第１日曜日 １０：００～１２：００ 

②平塚市子育て支援センター（豊田）第４水曜日 １０：００～１２：００ 

③リサイクルプラザ         第３土曜日 １０：００～１２：００ 

１３：３０～１６：００ 

④平塚市福祉会館         第４土曜日 １０：００～１２：００ 

⑤金田公民館            第３土曜日 １０：００～１２：００ 

                                             １３：３０～１６：００ 

⑥リフレッシュプラザ平塚          第２土曜日 １０：００～１２：００ 
 

活動内容：故障したおもちゃの修繕 

参加費用：なし（部品交換は、実費有料） 

連絡先 ：金丸 亜紀雄 

電話番号：090-1250-8471 

FAX    ：31-7155 

  ２ 崇善地区 まざあず 

開催場所：事務所（見附町）青少年会館 

開催日 ：不定期 

活動時間：１０：００～１２：００ 

活動内容：子育て支援に関するイベント等手伝い 

連絡先 ：まざあず 

電話番号：57-8558 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止・変更等している場合がございますので直接ご確認ください。 



  つどいの広場・子育て支援センター住所一覧表 

 

                           

 

つ

ど

い

の

広

場 

名  称 住   所 電 話 番 号 

も こ も こ 平塚市明石町 8-3（新宿公園隣） 
※令和２年７月移転 

21-0995 

ぽ け っ と 平塚市夕陽ケ丘 22-3（港こども園３階） 74-5680 

きりんのおうち 
平塚市四之宮 2-18-26  

マックスバリュ 平塚四之宮店２階 
21-3141 

ど れ み 平塚市公所 868（西部福祉会館１階） 50-5525 

こ こ に く ら す 平塚市北金目 2-25-8（金目おむすび保育園１階） 

※令和２年５月から開所場所変更 
73-7555 

 

子育て支援センター 
平塚市 子育て支援センター 

平塚市南豊田 381（豊田分庁舎内） 34-9076 

  



            つどいの広場・子育て支援センター    ※祝日、年末年始は原則お休み 

1 つどいの広場「もこもこ」 

開催場所：つどいの広場 もこもこ 

開催日 ：月曜日～金曜日 

活動時間：１０：００～１６：００ 

活動内容：子育て親子の交流、親子遊び、相談など 

電話番号：21-0995 

２  つどいの広場 ぽけっと 

開催場所：港こども園３F  

開催日 ：月曜日～水曜日、土・日曜日 

活動時間：１０：００～１６：００ 

活動内容：子育て親子の交流、親子あそび、相談など  

電話番号：74-5680 

3  つどいの広場 「きりんのおうち」 

開催場所：マックスバリュ平塚 四之宮店 ２階 

開催日 ：月曜日～金曜日 

活動時間：１０：００～１６：００ 

活動内容：子育て親子の交流、親子遊び、相談など  

電話番号：21-3141 

４ つどいの広場 どれみ 

開催場所：西部福祉会館 １階 

開催日 ：水曜日～土曜日 

活動時間：１０：００～１６：００ 

活動内容：子育て親子の交流、親子遊び、相談など 

電話番号：50-5525（代表）西部福祉会館 



            つどいの広場・子育て支援センター    ※祝日、年末年始は原則お休み 

５  つどいの広場 ここにくらす 

開催場所：金目保育園 １階  

開催日 ：毎週火・水・木曜日 

活動時間：１０：００～１５：００ 

活動内容：子育てファミリーの情報共有、保育園給食の 

試食、五感を使った親子遊び（楽器、制作、 

絵画、園庭）  

電話番号：73-7555 

URL  ：https://kaname2924.com/ 

  平塚市子育て支援センター 

開催場所：豊田分庁舎 

開催日 ：月曜日～金曜日 

活動時間：１０：００～１５：００ 

活動内容：子育て親子の交流、親子遊び、団体支援、相談など 

電話番号：34-9076 

 

୨୧‥∵‥‥つどいの広場ついて‥‥∵‥୨୧ 

主に乳幼児（０～３歳）を対象とした親子が集い、交流を図る場所です。 

市内に５カ所開設され、専門のアドバイザーによる育児相談もあります。（無料） 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接お問い合わせください 

 



平塚市子育て支援センターとは 

 

 

子育て支援センターでは親子が触れ合いながら育児の仲間の輪を広げ、

楽しんで子育てができるような場を提供しています。 
 

♬ ご利用案内 ♬ 

・利用は、無料です。未就学のお子さんを対象にご利用になれます。 

 

・利用者を対象に育児講座を開催しています。 

 

・保育園、幼稚園、地域の子育て団体の情報などを提供しています。 

 

・身近な子育て相談相手として子育てアドバイザーが対応します。 

 

・電話、FAX、手紙などでのご質問やご相談もお受けします。 

お話の秘密は守ります。相談内容によっては専門機関を紹介します。 

 

✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖ 

平塚市子育て支援センターでは、「ジョイフルタイム」を開催しています。 

絵本の読み聞かせやふれあい遊び、手遊びなどをしながら楽しい時間を過ごします。

（11：３０～、14：３０～） 

✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖°⌖✧˖° 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので

直接お問い合わせください。 

 

 

 

 



子育て支援情報 ※祝日、年末年始は原則お休み。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止・変更等している場合がございますので直接ご確認ください。 

1 岡崎地区 おかざき鈴の里運営協議会 

受付/相談  原則 平日 月曜日～金曜日 １０：００～１5：００ 

休 業 日： 土・日・祝日・年末年始・開所記念日（２月１日） 

盆休み 

支援内容： 産後の方の買い物代行、通院手助け 応相談 

対応地区： 岡崎地区 

利用料金： 交通費等実費 

電話番号： 58-8789/FAX：58-8789 

URL   ： http://www.scn-net.ne.jp/~oka-fkm/ 

2 港地区 みなと福祉村 

受付/相談 月曜日～金曜日 １０：００～１5：３０ 

休 業 日 ：祝日、年末年始 

支援内容 ：子育て支援のお手伝い 応相談 

対応地区：港地区 

利用料金：不要 

電話番号：23-9836/FAX：23-9836 

URL  :  http://www.scn-net.ne.jp/~mina-fkm/ 

3 （公・財）平塚市生きがい事業団 

受付/相談 月曜日～金曜日 8：３０～１７：００  

休 業 日：土、日、祝日、年末年始 

支援内容：産後の手伝い、家事援助、託児、学習、書道指導など応相談 

対応地域：平塚市内 

利用料金：1 時間 11２2 円から（交通費など実費） 

電話番号：33-2335/FAX：35-1744 

URL    ： https://webc.sjc.ne.jp/hiratsuka 

4 平塚市ファミリー・サポート・センター 

（平塚市社会福祉協議会） 

受付/相談：月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（応相談） 

支援内容：市民会員による育児に関する手助け、保育園等の送迎、 

保護者の急用時の預かり、学校行事参加時のきょうだい預かりなど 

対応地域 ：平塚市内 

利用費用 ：1 時間７００円～（交通費実費） 

電話番号 ：34-7844/FAX：34-7844 

URL    ： http://www.hiratsukasyakyo.jp/ 

※来所をご希望の方は、まず、センターにお問い合わせください。 



子育て支援情報 ※祝日、年末年始は原則お休み。新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止・変更等している場合がございますので直接ご確認ください。 

 



 

 

 平塚市ファミリー・サポート・センターとは？ 

 ✰⋆ ｡:ﾟ･*☽:ﾟ･⋆ ｡✰⋆ ｡:ﾟ･*☽:ﾟ･⋆ ｡✰⋆ ｡:ﾟ･*☽✰⋆ ｡:ﾟ･*☽:ﾟ･⋆ ｡✰⋆ ｡:ﾟ･*☽:ﾟ･ 

 

子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と子育ての援助を行いたい方（支援会

員）からなる会員組織です。登録して頂いた会員の中から、依頼会員の希望する

援助内容に応えることのできる支援会員を紹介します。 

活動は支援会員と依頼会員の合意の上で行う相互援助活動です。 

*援助内容が合う会員がいない場合は、ご紹介できないことがあります。 

 

【しくみと流れ】 

              ③事前打ち合わせ 

 

 

 

          ④援助活動 ⑤活動終了後報酬の授受 

 

 

 

①援助依頼の申込み       ②援助活動の紹介        ⑥活動報告書 

 

 

 

★センターのアドバイザーは会員相互の調整を行い、事前打ち合わせに立ち会います。 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため時間帯等変更している場合がございますので直接 

お問い合わせください。 

 

依頼会員 

子育ての支援援助を受けたい方 

支援会員 

子育ての援助を行いたい方 

会員登録が必要 

平塚市ファミリー・サポート・センター 

【援助活動の内容】 

■ 保育所・幼稚園・小学校及び学童保育などへお子さんを送迎すること。 

■ 保育所などの開始前や終了後にお子さんを預かること。 

■ 保護者の病気や冠婚葬祭・学校行事への参加などの際、お子さんを預かる

こと。 

■ その他、依頼会員の育児に必要な援助。 

たとえば・・買い物・美容院に行きたい、自分自身や夫婦の時間を持つため、

リフレッシュのためなど。 

 

【援助できない内容】 
・宿泊を伴う預かり 

・病気のお子さんの預かり、投薬や病院の受診などの医療行為に当たる援助 

・災害時に保育所などからの引き取り、学級閉鎖時の預かりなど 

 

※援助活動は、原則として支援会員のご家庭において行います。 

※支援会員が預かるお子さんは原則として１人です。 

 

⁂ お問い合わせ・申し込み先 ⁂ 

平塚市ファミリー・サポート・センター 

〒２５４－００８４ 平塚市南豊田３８１（豊田分庁舎内） 

電話・FAX ３４-７８４４ 平日 月曜日～金曜日 

（午前９時～午後５時） 

（土・日・祝日・年末年始１２/２９～1/３はお休み） 

※来所される場合には、お待たせしないために、事前にご連絡ください。 

 



子育て支援タクシーの情報 

１ 平塚交通（株） 

サービス支援内容：子育て支援タクシー・陣痛１１９番 

料金・交通費等： 通常のタクシー料金 

活動可能な地域：平塚市内 

サービス提供時間：６：００～翌３：００ 

住 所 ： 代官町 10-8 

電話番号：0120-66-2450 

E メール：hiratsuka-kotsu@ray.ocn.ne.jp 

URL: http://www.hiratsuka-taxi.co.jp 

２ 神奈中タクシー（株）平塚第一営業所 

サービス支援内容：タクシーにて子どもの送迎（事前登録・予約制） 
         マタニティーサポート（事前登録・予約制） 

 

料金・交通費等：サポートタクシーは貸し切り料金 

（料金は HP 参照） 

活動可能な地域：平塚市内・茅ヶ崎市内 

住 所 ：四之宮 2-20-18 

電話番号：30-5330 

E メール：hiratsuka-1@kanachu-taxi.co.jp 

URL: https://kanachu-taxi.co.jp/ 

３ 追分交通（株）本社営業所 

サービス支援内容：子育て支援タクシー・陣痛１１９番・お子さまのみの 

送迎・出産通院時の送迎・お子さまの夜間救急など 

料金・交通費等：  通常のタクシー料金 

活動可能な地域：  平塚市内 

住 所：南原 2-1-18 

電話番号 ：32-4537 

URL: http://www.ne.jp/asahi/oiwakekoutuu/taxi/ 

 

４ 神田交通（株） 

サービス支援内容：子育て支援タクシー・陣痛１１９番 

料金・交通費等： 通常のタクシー料金（車種指定の場合プラス 500 円） 

活動可能な地域：平塚市内 

住 所：東豊田 531-37 

電話番号：54-2222 

E メール：k_taxi@youbus.co.jp 

URL: http://www.youbus.co.jp/ 

 



子育て支援タクシーの情報 

5  江南交通（株） 

サービス支援内容：子育て支援タクシー・陣痛１１９番はホームページ 

から登録可能 

料金・交通費等：  通常のタクシー料金 

活動可能な地域：  平塚市内 

住  所： 豊原町 25-28 

電話番号：0120-44-0006 

E-メール：info@kounan-tx.com 

URL   : http://www.kounan-tx.com 

 

 

 





社会福祉協議会は 

地域のみなさまやボランティア、企業団体、福祉、保健などの関係者、 

行政機関の協力を得ながら共に考え、実行していく地域福祉推進のための民間 

社会福祉団体です。 
 

社会福祉協議会（社協）とは、市民のみなさまと同じ視点から、安心して暮らせる福祉コミュニティづくりと 

地域福祉の推進を目指し活動する組織です。平塚市社会福祉協議会では、「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりの

推進」を使命として「地域でつながる・みんなでつながる」をキャッチフレーズに地域福祉の推進に取り組んでいま

す。民間組織としての「自主性」と広く市民のみなさまや各種関係者に支えられた「公共性」の２つの側面を併せ持っ

ています。地域の福祉活動の支援やボランティア活動の推進の他、相談や権利擁護、生活福祉資金の貸付なども市社協

の事業です。また、福祉会館等の運営、障がい福祉サービスの提供や介護予防事業なども行っています。  

 

平 塚 市 社 協 
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