
木育をテーマに集められた

国内外の木製玩具や

遊具をお楽しみいただけます。

0歳から6歳ごろまで遊べる

室内遊び場です。

ダッドウェイ プレイスタジオ

dadway-playstudio.jp

URL

新横浜 子連れおでかけマップ
ママたちがつくったおでかけマップです！！

発行日：2019 年 3月
製作・発行：新横浜 Bマップ（前川／井上／大山／関／髙田／深津／村上）
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協力：菊名地区社会福祉協議会／新横浜町内会／新横浜自治会／

大豆戸地域ケアプラザ／港北区地域子育て支援拠点どろっぷ
後援：港北区役所
編集・デザイン：あきやまあん

「新横浜 子連れおでかけマップ」は港北区地域のチカラ応援事業の補助を受けて作成されました

育児サークル情報
子育て情報入手先

地域のおすすめ情報

☎ 045-540-7420

緊急相談窓口

悩み相談窓口

新横浜エリア外のおすすめスポット
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〇：地図掲載施設　●：地図掲載外施設　←丸中に数字があるものは紙面の中に簡単な説明があります
※記載されているイベントは変更になる可能性があります。必ずホームページ等で事前にご確認ください

②【わっとほーむ】10:00～13:30
⑤おもちゃ図書館
　 9:30～12:00
⑳おもちゃ文庫
 10:00～16:00
❾つどいの広場ぽっけ
 10:00～16:00

12【IKEA港北】
親子 deスモーランド
 10:00～13:00
⑳おもちゃ文庫
 13:00～16:00

②【わっとほーむ】10:00～13:30
⑤おもちゃ図書館
 9:30～12:00
⑳おもちゃ文庫
 10:00～16:00
⑳【しんよこはま地域活動ホーム】
　子育て支援者会場
　10:00～12:00
❾つどいの広場ぽっけ
 10:00～16:00

②【わっとほーむ】10:00～13:30
⑳おもちゃ文庫
 10:00～16:00
❾つどいの広場ぽっけ
 10:00～16:00
12【IKEA港北】
親子 deスモーランド
 10:00～13:00

⑤おもちゃ図書館
 9:30～12:00
⑳おもちゃ文庫
 10:00～16:00
❹【城郷小机地区センター】
子育て支援者会場10:00～12:00

⑤おもちゃ図書館
 9:30～12:00
⑳おもちゃ文庫
 10:00～16:00
❾つどいの広場ぽっけ
　（第１）10:00～13:00　　
　（第２・第４）10:00～16:00

保育園でも地域の子育て支援事業を多数しています。

で検索してみてね

●【岸根倶楽部】
ぴよぴよキッズ
10:00～11:30

❶【大豆戸地域ケアプラザ】
まめのきひろば10:00～11:30
●【鳥山町公民館】

赤ちゃん会 10:00～11:00

①【新横浜第一公園】
公園あそびの会 おるたん

 10:30～12:00

⑳おもちゃ文庫
なかよしペンギン
11:00～11:30

⑦【新横浜自治会館】
赤ちゃん会
 10:00～11:00

❶【大豆戸地域ケアプラザ】
まめっこくらぶ
10:30～11:30

❹【城郷小机地域ケアプラザ】
赤ちゃん会
10:00～11:00

⑥【労災病院前グラウンド】
べねっこ広場 9:45～10:45

❷【港北図書館】
ひよこのおはなし会11:00～11:30
❹【城郷小机地区センター】
おはなしの部屋10:30～11:00
10【COCOしのはら】

おはなし会14:00～14:30

❺【鶴見川流域センター】
ツルちゃんバクちゃんの

おはなし会
10:30～11:15

⑳おもちゃ文庫
おはなしたまご
11:00～11:30

❶【大豆戸地域ケアプラザ】
赤ちゃん会
10:00～11:00
❷【港北図書館】
ひろばおはなし会
15:00～15:30

①【新横浜第一公園】
公園あそびの会 おるたん

10:30～12:00
⑦【新横浜自治会館】

花の輪クラブ10:00～11:45
●【鳥山町公民館】

きらきらキッズ10:00～11:30

❶【大豆戸地域ケアプラザ】
1才 2才 3才児の会
10:00～11:30

❹【城郷小机地区センター】
おはなしの部屋
10:30～11:00

❹【城郷小机地域ケアプラザ】
さんさんキッズ
10:00～11:30

❷【港北図書館】
ひよこのおはなし会11:00～11:30
❺【鶴見川流域センター】

ツルちゃんバクちゃんのおはなし会
10:30～11:15

⑥【ベネッセ新横浜保育園】
『大きくなったかな？』
最終週曜日未定 9:45～10:45
⑫【キュービックプラザ８階 三省堂】
日曜日 『おはなし会』

⑰【くまざわ書店プリンスペペ４階】
 日曜日 11:00～

『くまさんのよみきかせの会』
⑱【ペガサス新横浜保育園】
水曜日 10:00～11:30
『園庭開放』

⑱【ペガサス夜間保育園】
金曜日 11:00～12:30
『園庭開放』

❶【大豆戸地域ケアプラザ】『ママとハグハグ』
奇数月　第 2木曜日 13:15～14:15　＊1歳未満対象
❹【城郷小机地区センター】『おはなし会ふうせん』

●【しのはら幼稚園】『園庭開放』

休館：子育て支援拠点 休館：鶴見川流域センター

住　所 港北区大倉山3-57-3
開館日 火曜日～土曜日  9時半～16時 
休館日 祝日・年末年始・特別休館日
アクセス 市営バス 新横浜駅３番乗り場 
 6 系統または41系統
「観音前（かんのんまえ）にとまりますか？」と運転手さんに尋ねてください

◎育児サークル「チャイルドパーク」
 活動日時 原則、第1・3火曜日　10:30-11:30
 活動場所 鳥山町公民館
 問合せ先 childpark.kouhoku.toriyama@gmail.com

◎リトミックサークル「リトミックキティークラブ」
 活動日時 原則、第1・3月曜日　10:30-11:30
 活動場所 横浜ラポール
 問合せ先 rhythmic-kitty@live.jp

◎親子サークル「ドナルドダック」　
 活動日時 原則、第 2・4月曜日　9:30-12:00
 活動場所 横浜ラポール　サブアリーナ
 問合せ先 045-540-7420( 窓口：どろっぷ )
  oyako_donaldo-shinyoko@yahoo.co.jp

◎親子交流サークル「ニコよちキッズ」
 活動日時 毎月2～3 回 ( 土日を含む )　10:00-11:30
 活動場所 大豆戸地域ケアプラザ
 問合せ先 nikoyochikids@yahoo.co.jp

◎子育てパパサークル「P35( パパサンゴー )」
 活動日時 不定期
 活動場所 主に港北区内
 問合せ先 URL: www.facebook.com/papa3go

◎子育てパパのイベント交流サークル「横浜パパ会」
 活動日時 不定期
 活動場所 主に港北区内
 問合せ先 URL: papakai.dyo.jp

◎横浜市地域訓練会「れいんぼー」
 活動日時 星組　毎週木曜（第 3のみ水曜）10～12 時
  月組　毎週土曜10～12 時
 活動場所 横浜ラポール、しんよこはま地域活動ホーム　
 その他 星組のみ（平日活動できる方、療育併用OK）
  随時新規入会受付中

開放時間

不定期開催

開放時間

開放時間

開放時間 開放時間

開放時間 開放時間

開放時間開放時間
開放時間 開放時間

港北区　保育園　地域子育て支援事業

拠点イベントカレンダー

1歳～3 歳
（未就園児）

1歳～
3 歳ぐらい
（未就園児）

なし

【星 組】
0 歳～未就園児
【月組】
2 歳ぐらい
～就学児、
小・中学生

1歳半
～5歳まで
（未就園児）

1歳～4歳
（未就園児）

対象年齢

おすすめポイント
おむつ
交換 授乳 飲食

図書
貸出

菊名エリア

❶大豆戸地域ケアプラザ
菊名駅から徒歩 8分

親子向けの子育て支援イベント多数
2Fは国際交流ラウンジ

12,000 冊の絵本
子育て情報コーナー、お話し会
3Fは菊名地区センター

定期教室
（ベビーマッサージ、親子体操など）

常時開放のプレイルーム
幼児用いすあり。イベント多数
1Fは城郷小机地域ケアプラザ

鶴見川流域の水族館とタッチ水槽も
お話し会などイベント多数

子供が食べやすい量の軽食あり

ランチ、カフェ
無添加食品などの販売

芝生広場、篠原池
ローラーすべり台、複合遊具、砂場

利用料1家族 1回 100 円
子育て・看護相談、お誕生日会

ランチ、カフェ
預かり保育 まんまーる篠原
イベント多数

神奈川区地域子育て支援拠点

キッズメニュー、離乳食あり
親子 deスモーランド開催日あり

城郷小机エリア

❹城郷小机地区センター
小机駅から徒歩1分

篠原エリア

❽岸根公園
岸根公園駅から徒歩1分

❾つどいの広場ぽっけ 
岸根公園駅から徒歩3分

その他のエリア

11かなーちえ
東神奈川駅から徒歩3分

12IKEA港北
新横浜駅から
無料シャトルバス

10COCOしのはら
岸根公園駅から徒歩3分

❺地域防災施設
鶴見川流域センター
小机駅から徒歩 8分

❻ホッとカフェin小机
小机駅から徒歩 5分

❼ボン・ラヴィ 
小机駅から徒歩7分

❷港北図書館
菊名駅から徒歩7分

❸港北スポーツセンター
新横浜駅、菊名駅から
徒歩15分
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港北区こども家庭支援課
☎045-540-2388
子育てパートナー（どろっぷ内）
☎045-547-1180
◉いろいろな悩みごと
◉困りごとなどについて

専任スタッフが必要な情報を調べたり、
適切な支援機関を紹介したりします

知っていますか？『子育て応援隊缶バッジ』

突然のけが・病気のときは#7119
緊急医療情報・相談ダイヤル
（携帯電話／PHS／プッシュ回線電話に対応）
繋がらないときは→ ☎045-232-7119

誤飲のときは
神奈川県医師会中毒情報相談室
☎045-262-4199（24時間 365日対応 )

虐待かもと思ったときは  #189
児童相談所全国共通ダイヤル

『港北区防災情報アプリ』App store＆Google Playからダウンロード

App store＆Google Play から
ダウンロード

『港北区子育て応援ココマップ』
www.kouhokushakyo.or.jp

『ココアプリ』 港北区の子育て情報を週1回配信

港北区の子育てに関する情報が網羅されている。
クチコミ情報には習い事の情報も

『ヨコハマはぴねすぽっと』
www.city.yokohama.lg.jp/kodomo

kohoku-net-whip.jimdo.com

横浜市こども青年局によるポータルサイト

『新横浜新聞（しんよこ新聞）』

shin-yoko.net
新横浜を中心とした地域インターネット新聞

『広報よこはま港北区版』
こうほくインフォメーションには各施設で
の公開型講座の募集案内等が掲載

横浜子育てサポートシステム
安心して子育てができるよう、預けたり預かったり、地域
ぐるみでの子育て支援を目的とした会員制の有償のささ
えあい活動 famisapo.city.yokohama.lg.jp

港北区 地域子育て支援拠点『どろっぷ』

子連れで外出中の困った時に
「誰かにちょっと手を貸してもらいたい」、
逆に困っている親子を見かけて
「ちょっとでもいいから手伝ってあげたい」。
その気持ちを声にするきっかけにして欲しい！と港
北区で子育て中のママ達を中心に作成・配布をし
ています。親子ひろばわっとほーむ・城郷小机地
区センター・つどいの広場ぽっけ、などに設置して
いますので見かけたら手に取ってみてくださいね。

URL

URL

URL

URL

横浜市 子育て家庭応援事業ハマハグ↓
子育て中（小学生以下のこどものいる家庭）の方、
妊娠中の方が、ハマハグに
協賛しているお店や施設で
登録証を見せると、
さまざまなサービスを
受けられるしくみです。
（登録が必要です）

新横浜のキャラクター　かもねくん
©2013 新横浜町内会



②親子ひろばわっとほーむ
⑤横浜ラポール

⑳しんよこはま地域活動ホーム

■おでかけ支援記号
「うちの子の年齢だとみんなどこで遊んでいるのかなぁ」
先輩ママが考えた目安です。参考にしてみてね。

はいはい時期のお子さんにおすすめ

よちよち歩きを始めたお子さんにおすすめ

思いっきり遊びたいお子さんにおすすめ

噴水広場  ホームページあり

②おるた家族食堂　 ‥オルタナティブ生活館にて
月 2回開催。みんなで作って食べる食堂

⑪新横浜こどもレストラン「るるぱ」　 ‥居酒屋浜流にて
月 1回開催。こどもを中心に低価格で食事を提供

②親子ひろばわっとほーむ　  ‥絵本やおもちゃを自由に使え、０～４歳まで
のこどもが遊べる。年会費、別途使用料。当日の出入り自由でお昼も
買いに行ける。手遊びタイムあり、季節ごとのイベントあり
⑤横浜ラポール　  ‥障害者スポーツ文化センター。３階おもちゃ図書館は
障害の有無に関わらず利用可能な時間あり（要登録）。布や木のおもちゃ
多数。２階レストランは幼児用椅子あり。イベント多数
⑳しんよこはま地域活動ホーム　  ‥障がい児者施設。おもちゃ文庫は
地域のこどもたちが一緒に遊べる時間が設けてある。手作りおもちゃ多数。 
砂場あり。イベントあり。カフェ（平日のみ営業）には幼児用椅子あり

ベビーステーション
おむつ交換や授乳スペースなどを提供している施設

⑥ベネッセ新横浜保育園（新横浜スケートセンター 2F）
⑫キュービックプラザ 6F
⑰新横浜プリンスペペ 3F
⑱ペガサス新横浜保育園 / ペガサス夜間保育園
○ピッコロ・グランデ新横浜
○岩崎学園新横浜保育園
○新横浜グレイスホテル 2F
○クレシュ新横浜（プレシア新横浜ビル 3F）

ベビーステーション
おむつ交換や授乳スペースなどを提供している施設

⑥ベネッセ新横浜保育園（新横浜スケートセンター 2F）
⑫キュービックプラザ 6F
⑰新横浜プリンスペペ 3F
⑱ペガサス新横浜保育園 / ペガサス夜間保育園
○ピッコロ・グランデ新横浜
○岩崎学園新横浜保育園
○新横浜グレイスホテル 2F
○クレシュ新横浜（プレシア新横浜ビル 3F）

小児科
●新横浜母と子の病院
※母乳外来あり

●マリアこどもクリニック
耳鼻科

⑩新川新横浜クリニック
●北新横浜耳鼻咽喉科

皮膚科
⑨シオン皮フ科ドゥオ
⑬新横浜駅前整形外科・皮フ科
※整形外科あり

⑯シオン皮フ科クリニック
眼　科

⑨新横浜  あおい眼科
●岸根公園眼科

歯　科
●小机歯科医院　　※託児要予約

その他
●休日急患診療所

※順不同
●は新横浜エリア外の医療機関です。
休診日などは各病院の　　などでご確認ください。

①新横浜第一公園‥砂場、滑り台、ブランコ、ボール遊び可の広場あり  
公園あそびおるたん開催場所。平日の夕方は小学生多数
③新横浜公園　  ‥大きい複合施設。小さいこども向けの遊具あり  
砂場のおもちゃが借りられる。芝生広場はボール遊びも可
④日産スタジアム東ゲート広場　  ‥日産スタジアム東ゲートにある噴水広場。
夏は17時まで噴水で遊べる。不審者目撃情報もあるので要注意
⑧新横浜駅前公園‥河川沿いの細長い公園で遊具が点在。桜並木もあり
季節の花を楽しみながら散歩など、幅広い年齢におすすめ
⑲大豆戸公園‥複合遊具、ブランコ、砂場、健康遊具あり。解放感のある
広場で思いっきり遊べる

新横浜 子連れおでかけマップ
新横浜で子育てをしてみて思ったのは、徒歩圏内に大小さまざまな公園があり、
こどもたちがのびのび遊べるということ！
子連れで遊べる場所やイベントが数多くあり、パパ・ママも交流の輪が広がるかも。
交通の便がよいので、車がなくても遠出がしやすいのも魅力です。
自転車に乗ると行動範囲が広がり、紙面で紹介した「新横浜エリア外のおすすめスポット」にも
行きやすくなりますよ。このマップを参考にたくさんおでかけしてみてください。
先輩ママより

左記以外でも利用可能な授乳スペース　もちろん無料♪

⑤横浜ラポール　　1F・3F(3F おもちゃ図書館内スペース。受付へ )
⑭DADWAY ダッドウェイ
⑮新横浜国際ホテル南館 2F
⑳しんよこはま地域活動ホーム ( おもちゃ文庫内スペース )

ママがよく行く医療機関

  おすすめ外遊びスポット

こども用便座がある施設

遊んでのんびり過ごせるところ

食べるところ

ベビーステーションには、
この「ミズキーマーク」が
入口に貼ってあるよ！

ベビーステーションには、
この「ミズキーマーク」が
入口に貼ってあるよ！
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