
         

 

 

 

長津田保育園 施設開放お話し会 
【ごほうび受取り会場】 

 5/8～6/8までの月～木・土曜日 ※5/15・23・28は除く 

月-木 11:45～、14:45～(施設開放 9:00-12:00、13:00-15:00) 

土 13:00～ （施設開放 8:30～13:30)      →MAP① 

育児支援センター園として、地域の未就学児の親子を対

象に週５日間施設を開放しています。参加年齢に合わ

せた読み聞かせ、ふれあい遊びなども行っています。親

子でほっと一息、楽しい時間を過ごしに来てください。 

親子の居場所 ふたば  
5/13、6/3（月）11:25頃～ （サロン 10:00～13:00） 

会場：長津田地域ケアプラザ 

参加費：200円（昼食時選べる汁物付） →MAP② 

5/27(月) 11:25頃～ （サロン 10:00～11:40） 

会場：南長津田団地集会所 

参加費：100円（カフェみなみチケット付） →MAP⑤ 

予約不要・時間内の出入り自由です。 

よちよちみなみ台  
5/20（月） 11:30頃～ （サロン 10:30～12:00）   

会場：中村自治会館               →MAP⑥ 

主に未就園児を対象とした親子の広場です。自由遊び、

保育士による手遊び歌、保健師による育児相談をしてい

ます。地域の方もスタッフとして参加してくれています。

親子で遊びながらみんなでおしゃべりしませんか。 

ながつたパオパオ 【ごほうび受取り会場】 
5/21（火） 11:00～  

（ひろば 10:00～16:00/利用料 200円）  →MAP③ 

日当たりの良い部屋で、手作りおもちゃ、絵本、木のおも

ちゃなどでお子さんと一緒に遊びながら、ほっとひと息つ

きませんか？ 

長津田地区センター 

おはなし会プチ･おはなし会 
5/24（金） 11:45～12:00 おはなし会プチ春 

（未就園児の親子対象） 

★6/8（土） 10:30～11:00 おはなしサンタのおはなし会 

（どなたでも） →MAP④ 

「おはなしサンタ」さんによるおはなし会。プチは、プレイ

ルームで行っている小さいお子さん対象のおはなし会で

す。 

【おはなしサンタ】主に長津田・十日市場地域で、小さな

赤ちゃんからお年寄りまでが楽しんでいただけるよう、楽

しいパネルや絵本をご用意しておはなし会をお届けして

います。 

特別おはなし会「人形劇を楽しもう」  
5/25（土） ２回公演    

会場：みどりアートパーク           

（要予約 4/23 10:00～いっぽ HPで受付） →MAP☆ 

①11:00～ にこにこあおむし人形劇団（０～２歳向け） 

★②13:30～ おはなしサンタ（３歳～大人まで）  

ほっと・るーむ長津田  
6/5（水） 11:20頃～ （サロン 10:00～12:00）   

会場：長津田地域ケアプラザ          →MAP② 

毎月第１水曜日 10～12時、ボランティアの方々による就

学前（０～３歳児位まで）のお子さんと一緒に遊べる親子

サロンを開催しています。妊娠中の方・パパ・祖父母世

代の方も気軽にお越しください！ 

 

 

緑図書館 おはなし会  
親子で楽しむおはなし会（２～３歳向け） 

5/8（水） 11:00～ 先着 12組 

赤ちゃんと楽しむおはなし会（０～１歳向け）  

5/15（水） 10:30～、11:15～ 各回先着 12組 

★土曜日のおはなし会（３歳以上） 5/25（土）15:30～ 

    →MAP⑧ 

図書館前ホールに開始５分前までにお集まりください。 

十日市場保育園 園庭開放ミニお話会 
 5/8・15（水）、20（月）、29、6/5（水） 11:45～12:00    

（園庭開放 10:00～12:00）  →MAP⑩ 

月～金曜日に園庭を開放し、その中でミニお話会を行っ

ています。ホッとする楽しいひとときをいかがですか？お

待ちしています。 

バオバブ霧が丘保育園 園庭開放お話し会 
5/9･16･23･30、6/6（木） 11:45～12:00  

（園庭開放 10:00～12:00） ※雨天中止  →MAP⑪ 

木曜日に園庭を開放し、その中で絵本の読み聞かせを

行っています。 

よちよち園Ｂ 
5/13（月） 11:00～11:30 （サロン 10:00～14:00） 

会場：十日市場地域ケアプラザ        →MAP⑧ 

よちよち園 B は未就学児の親子対象で、フリースペース

による“あそび場”を提供しています(第２・４月曜日開催)。

この日は「おはなしサンタ」さんによるおはなし会を行い

ます。 

緑子育て支援Ｗ.Ｃoほっぺ 親子ひろば  
 5/15（水） 10:00～11:30  

（要予約☎511-7941/参加費 100円）   →MAP⑨ 

十日市場にある保育室です。毎月一回、いろいろな内容

の親子ひろばを開いています。今回は楽しいお話や歌

あそびを行う予定です。ぜひいらしてください。 

長津田地区 

十日市場地区 

★印は小学生ＯＫ 

スタンプラリー参加団体＆スケジュール 

★印は小学生ＯＫ 

★印は小学生ＯＫ ※おはなし会の時間は日付の横に記載 



         

いっぽ フェスタおはなし会  
【ごほうび受取り会場】 

5/10（金） 11:00～緑図書館おはなしボランティア（2F） 

5/24（金） 13:30～ひろばおはなし会（1F）  

5/29（水） 11:00～おはなしや「しらさぎ」 （2F） 

6/6（木） 11:00～ぴよぴよ（2F）   

★6/8（土） 13:30～新治里山おはなし会  

（０歳～大人まで対象・2F）  

                              →MAP⑦ 

地域でおはなし会を行っている団体が参加します。★印

は小学生も参加できます（ただし、ひろばの利用はでき

ません）。 

【緑図書館おはなしボランティア】緑図書館の読み聞か

せ講座に参加したメンバーで活動しています。他の団体

でも活動している人が多く、いろいろな場所でお会いして

いるかもしれません。毎月行っている緑図書館のおはな

し会にも来てください。 

【ひろばおはなし会】月に２回（火・金曜日 13:30～）、い

っぽのひろばでおはなし会をしています。毎回 10～15分

程度。季節のうた、わらべうた、手あそび、そして絵本の

よみきかせなど。※５月は１回開催です。 

【おはなしや「しらさぎ」】十日市場小学校で月ごとに低

学年と高学年に向けて、月２回朝読み聞かせをしていま

す。読み手のメンバーは保護者と地域の方で約 16 人い

て、各自お気に入りの絵本を選んでいます。年に１回学

年ごとに合同読み聞かせをしています！ 

【ぴよぴよ】いっぽの利用者ママたちが中心のグループ

です。絵本とパネルシアターを中心に発表を行い 10 年

がたちました。赤ちゃんもちびっこもお母さんも、私たちと

一緒に歌ってみ～んなで楽しみましょう！ 

【新治里山おはなし会】 

※右記参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新治里山おはなし会 
5/18（土） 10:30～11:20  

会場：にいはる里山交流センター（長屋門二階）  

→MAP⑬  

毎月第３土曜日の 10:30、幼児から大人へ向けたおはな

し会が始まります。おはなし会の後は、輪になって親子

でわらべうた遊び、森の中の古民家のふるさと感も楽し

んで。11月には大人のためのおはなし会を毎年開催。 

霧が丘子育てサロン 
5/21（火） 10:40～ 

（サロン 10:00～11:30/参加費一家族 100円）   

会場：霧が丘地域ケアプラザ         →MAP⑫ 

０～３歳位までの子育て中の親たちが、子どもを遊ばせ

ながらホッとひと息つけ、親同士が交流する場所です。

季節に合わせた行事遊び、絵本の読み聞かせなどをし

て楽しんでいます。毎月第３火曜日開催。 

もくもくひろば 
5/23、6/6（木） 11:15～ （サロン 10:00～11:30） 

会場：霧が丘地域ケアプラザ          →MAP⑫ 

０～３歳のお子さんとママが自由遊びできる場です。情

報交換やママ友づくりにも。参加が初めての方でもお気

軽にいらしてください。原則第１・４木曜日開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学生ＯＫ 

いっぽの 2F に絵本をたくさん集めたフリースペースを作ります。時間内は司書さ

ん等がいて、「絵本はいつから？」「どんな絵本がいい？」など質問ができます。 

『フェスタ参加団体おすすめの絵本』もパネルでご紹介。 

時間内は出入り自由。お気に入りの本を見つけに気軽に遊びに来てくださいね！ 

おはなし会は 

スタンプラリー対象 

関連イベント 

ミニ絵本ひろば in緑区役所 
※詳しくは中山地区参照 

 



         

 

三保ねんじゅ坂プレイパーク 
5/8･15･22、6/5（水）11:30～（ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ 10:00～17:00）  

※雨天時読み聞かせは中止しますが、ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸは開催します。  

会場：三保念珠坂公園                →MAP㉔ 

山と川に囲まれた自然豊かな三保念珠坂公園で、冒険

遊び場を開催しています。「やりたい気持ち」を大切に、

子どもも大人も自由に過ごせる場です。森の中をふきぬ

ける風を感じながらおはなしを聞いてみませんか？ 

あおぞら おもちゃ文庫 
5/9･23（木） 11:00～11:20 

 （開室時間 平日 9:30～16:00/土日・祝日 10:00～15:30） 

                            →MAP⑱ 

０歳～未就学児の親子の遊び場や、交流の場としてご

利用いただいています。絵本の読み聞かせや、リトミック

などのイベントも毎月行っています。土日・祝日も開室し

ていますので、ぜひ遊びに来てくださいね。  

はなまる おはなしひろば【ごほうび受取り会場】 
5/9（木） 11:00～、5/31（金） 10:30～     →MAP⑳ 

 （ひろば 10:00～16:00/利用料：会員 300円、一般 500円）   

未就学児の親子が、いつでも気軽に遊べる常設のひろ

ばです。5/9ははなまるスタッフによる、5/31は青葉区を

中心に活動されているグループ「ちゃちゅちょ」さんによ

る楽しいパネルシアターや読み聞かせです。 

青砥どんぐり保育園 

園庭開放おはなし会・おはなし会 

5/9・23、6/6（木）11: 45～12:00 園庭開放おはなし会 

（園庭開放 10:00～12:00） ※雨天中止 

5/17（金） おはなし会 （要予約☎933-8540） 

10:15～10:30 （1～2歳児対象）  

10:30～11:00 （3歳児以上対象） 

                            →MAP⑯  

園庭開放での絵本・紙芝居の読み聞かせと、ボランティ

アさんによる月一回のおはなし会です。懐かしいおはな

しや新作の「ホッ！」と温まるおはなしに親子でふれてみ

ませんか。 

ちゃちゃちゃ広場 
 5/13（月） 11:00～11:20 （サロン 9:45～11:30）  

会場：中山地域ケアプラザ           →MAP⑰ 

毎月第１月曜日（５月は第２月曜日）に、お友達の輪を広

げたい方や引っ越してきてお友達を作りたい方等、おも

ちゃで遊びながら知り合う広場を開催しています。絵本

の読み聞かせや歌も行っています。 

 

 

 

小学館アカデミーなかやま保育園 

りぼん広場 園庭開放読み聞かせ会 
5/13･20（月） 11:15～11:30  

（園庭開放 9:30～11:30）  →MAP㉑ 

たくさんのりぼんをつなぎ、結び、親子の居場所になるこ

とを願っています。楽しいイベントを企画していきますの

で、ぜひ遊びに来てください。 

やました親子の広場 
 5/13･20･27、6/3（月）11:15～ （サロン 10:00～11:30） 

会場:山下みどり台小学校コミュニティハウス→MAP⑭ 

山下地区を中心にした、未就学児対象の親子の広場で

す。毎週月曜日に開催しています。現在毎週 20 組前後

の親子が来ています。友達作りに、地域の情報交換にと

気軽に遊びに来てください。 

ミニ絵本ひろば in緑区役所 
       5/14（火）、17（金） 11:30～11:50 

5/16（木） 13:30～13:50、14:30～14:50 

絵本ひろば・壁面展示 5/14(火)～17（金）9:00～17:00  

※最終日 16:00まで 

会場：緑区役所 1F イベントスペース     →MAP⑲ 

緑区役所１階に、フェスタ参加団体おすすめの絵本紹介

パネルや赤ちゃん絵本セットを並べて、皆さんをお待ちし

ています。おはなし会がない時にも、ゆっくり絵本を楽し

んでいただけますよ♪（緑区読書活動推進事業） 

山下ハイハイオカピ 
 5/14（火） 14:00～14:15  （サロン 13:00～15:30） 

会場：山下地域交流センター          →MAP⑮ 

子育て中のママさん！同年代のこどもを持つママたちが

集まるサロンでおしゃべりしませんか？保健活動推進委

員や民生委員児童委員など、先輩ママがサロンを見守

ってくれます。第２・３火曜日開催。 

森の台保育園 読み聞かせ 
5/21、6/4（火） 11:10 ～11:40  

※5/21はリトミックの中で読み聞かせを行います。 

→MAP㉓  

リトミックや絵本の読み聞かせでは、保護者も一緒に参

加し、絵本の読み方やリズム遊びなど、子育ての参考に

なるように取り組んでいます。園庭開放も行っています

ので遊びに来てくださいね。 

台村・森の台ふれあいサロン  
5/22（水）14：00～（サロン13：30～15：30/参加費100円）   

会場：台村・森の台自治会館           →MAP㉒  

台村町・森の台にお住まいの、赤ちゃんからご高齢の方

まで、どなたでも気軽に集まれるサロンです(第４水曜日

開催。時間内は出入り自由)。自由に過ごしながらご近

所同士のつながりを深めましょう！なお、5/22(水)はどな

たでも参加 OKです。 

中山地区 

おはなし会 



         

みほどんぐりの会 
5/23（木） 11:00～11:20 （サロン 10:00～11:30） 

会場：三保自治会館               →MAP㉕  

三保地区周辺に住んでいる親子の居場所作りや、親子

で楽しめるプログラムを開催しています。メンバーは皆三

保地区で子育てをしている現役ママです。 

 

コガモひろば 
 5/8･22（水） 11:10～ 

 （サロン 10:00～11:30/参加費:一子 100円） 

会場：鴨居地域ケアプラザ           →MAP㉙  

１歳～未就園児の親子を対象としたあそびのひろばです。

親子での手遊び・体を使った遊びをしながら、お母さん

同士の交流をはかります。兄弟児は１歳未満でも参加で

きます（ボランティアの方が見守ります）。第２・４水曜日

開催。 

竹山保育園 園庭開放お話し会  
 5/8･22（水） 11:40～11:55  

（園庭開放 10:00～12:00） ※雨天中止  →MAP㉚ 

季節の行事などを取り入れ、地域との交流を大切にして

います。園庭開放（月～金曜日 10:00～12:00）、ホール

開放（月数回 10:00～11:30）時に絵本の貸出しもしてい

ます。ぜひ遊びに来てください。 

キッズオアシスひがぽん 
5/9（木）、28（火） 11:20～ （サロン 10:00～11:45） 

会場：東本郷地域ケアプラザ          →MAP㉝    

未就園児対象の子育てサロン。おもちゃで遊んだりお絵

かきしたり、お茶を飲みながらお母さん同士でお話したり、

自由にお過ごしください。後半に手遊びや親子体操など

も行っています。原則第２木曜日・第４火曜日開催。 

鴨居保育園 施設開放おはなし会  
【ごほうび受取り会場】 

 5/13～17・20～24・27～31、6/3～7（月～金曜日） 

月・木曜日（室内）11:10～ 

火･水･金曜日 11:40～ ※雨天時は室内 11:15～ 

（施設開放 9:00～12:00/対象 月・木:0 歳、火:2 歳～未

就学児、水:1歳～未就学児、金:1歳）  

    →MAP㉛  

育児支援センター園で、週５日（月～金曜日）、０～未就

学児の親子を対象に開放をしています。おはなし会では

絵本や紙芝居の読み聞かせ、手遊び、リズム遊びを行

っています。絵本の貸出しもご利用くださいね！ 

 

えほんのブーケ．白山 
 5/15、6/5（水） 12:00～12:20 

  会場：白山地区センター             →MAP㉗   

白山地区センターの図書ボランティアです。原則第１・３

水曜日にプレイルームでおはなし会を行っています。お

気軽にご参加ください！ 

キッズオアシスひがぽん２ 
 5/16（木）、6/7（金） 11:15～  （サロン 10:00～11:45） 

会場：東本郷第三団地集会所         →MAP㉜   

    ※4/1より会場が変わりました 

お母さんとお子さんがお友達と一緒に遊んだり、おしゃ

べりしたり…。優しいボランティアさんとの会話やアドバ

イスで日ごろの子育ての悩みも癒されるはず！！お気

軽にお越しください。原則第１金曜日・第３木曜日開催。 

あそびのひろば 
 5/17（金） 11:10～ 

 （サロン 10:00～11:30/参加費:一家族 100円） 

会場：鴨居地域ケアプラザ           →MAP㉙    

遊びを通じて親子がふれあい、育ちあい、仲間づくりにも

つながるような、楽しい遊びの場を企画・提供しています。

手作りおもちゃなどで遊んだり、楽しいﾀﾞﾝｽやﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ

などのお楽しみタイムもあります。第３金曜日開催予定。         

はくさん HAPPY MAMA’S 
 5/21（火） 10:30～11:00 （サロン 10:00～12:30） 

会場：白山緑会館                 →MAP㉘   

白山にお住まいの子育て中のママ・パパ・お子さんを対

象にした親子の居場所です。毎月第３火曜日の 10：00～

親子で遊び、ﾗﾝﾁﾀｲﾑ(お弁当持参)もあります。ママたち

が HAPPYな気持ちで、ホッと息抜きできる居場所です。 

つどいの広場 みらいポケット 
【ごほうび受取り会場】 

 5/21（火） 13:30～13:45 （ひろば 10:00～15:30）  

→MAP㉖  

地域の子育て真っ最中の親子のみなさんが、いつでも

自由に来て、遊んだり食事をとったりしてゆったり過ごす

場所です。手あそびを楽しんでからの読み聞かせは、年

齢を問わず楽しめる内容になっています。ぜひ遊びに来

てください。 

  

鴨居地区 



月 火 水 木 金 土

5月8 9 10 11
緑図書館 (十日市場)
 2～3歳向け 11:00
コガモひろば
 (鴨居) 11:10
プレイパーク
 (中山) 11:30
竹山保育園
 (鴨居) 11:40
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
十日市場保育園
 (十日市場) 11:45

あおぞらおもちゃ文庫
 (中山) 11:00
はなまる
 (中山) 11:00
ｷｯｽﾞｵｱｼｽひがぽん
 (鴨居) 11:20
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
バオバブ霧が丘保育園
 (十日市場) 11:45
青砥どんぐり保育園
 (中山) 11:45

緑図書館ボランティア
 (いっぽ) 11:00

長津田保育園
 (長津田) 13:00

13 14 15 16 17 18
よちよち園B
 (十日市場) 11:00
ちゃちゃちゃ広場
 (中山) 11:00
鴨居保育園
 (鴨居) 11:10
小学館アカデミー
 なかやま保育園
 (中山) 11:15
やました親子の広場
 (中山) 11:15
親子の居場所 ふたば
 (長津田) 11:25
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45

ミニ絵本ひろば
 in緑区役所
 (中山) 11:30
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
山下ハイハイオカピ
 (中山) 14:00

ほっぺ
 (十日市場) 10:00
緑図書館 (十日市場)
 0～1歳向け
 10:30・11:15
プレイパーク
 (中山) 11:30
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40
十日市場保育園
 (十日市場) 11:45
えほんのブーケ.白山
 (鴨居) 12:00

鴨居保育園
 (鴨居) 11:10
ｷｯｽﾞｵｱｼｽひがぽん2
 (鴨居) 11:15
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
バオバブ霧が丘保育園
 (十日市場) 11:45
ミニ絵本ひろば
 in緑区役所
 (中山)13:30･14:30

青砥どんぐり保育園
 (中山)10:15･10:30
あそびのひろば
 (鴨居) 11:10
ミニ絵本ひろば
 in緑区役所
 (中山) 11:30
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40

新治里山おはなし会
 (十日市場) 10:30★
長津田保育園
 (長津田) 13:00

20 21 22 23 24 25
鴨居保育園
 (鴨居) 11:10
小学館アカデミー
 なかやま保育園
 (中山) 11:15
やました親子の広場
 (中山) 11:15
よちよちみなみ台
 (長津田) 11:30
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
十日市場保育園
 (十日市場) 11:45

はくさん HAPPY
 MAMA'S
 (鴨居) 10:30
霧が丘子育てサロン
 (十日市場) 10:40
ながつたパオパオ
 (長津田) 11:00
絵本ひろばおはなし会
 (いっぽ) 11:00
森の台保育園
 (中山) 11:10
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
みらいポケット
 (鴨居) 13:30

コガモひろば
 (鴨居) 11:10
プレイパーク
 (中山) 11:30
竹山保育園
 (鴨居) 11:40
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
台村･森の台ふれあい
 サロン
 (中山) 14:00

あおぞらおもちゃ文庫
 (中山) 11:00
みほどんぐりの会
 (中山) 11:00
鴨居保育園
 (鴨居) 11:10
もくもくひろば
 (十日市場) 11:15
バオバブ霧が丘保育園
 (十日市場) 11:45
青砥どんぐり保育園
 (中山) 11:45

鴨居保育園
 (鴨居) 11:40
長津田地区センター
 プチ(おはなしサンタ)
 (長津田) 11:45
ひろばおはなし会
 (いっぽ) 13:30

特別おはなし会
「人形劇を楽しもう」
 (みどりアートパーク)
 0～2歳向け 11:00
 3歳～大人 13:30★
長津田保育園
 (長津田) 13:00
緑図書館 (十日市場)
 3歳以上 15:30★

27 28 29 30 31 6月1
鴨居保育園
 (鴨居) 11:10
やました親子の広場
 (中山) 11:15
親子の居場所 ふたば
 (長津田) 11:25
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45

ｷｯｽﾞｵｱｼｽひがぽん
 (鴨居) 11:20
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40

おはなしや
「しらさぎ」
 (いっぽ) 11:00
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
十日市場保育園
 (十日市場) 11:45

鴨居保育園
 (鴨居) 11:10
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
バオバブ霧が丘保育園
 (十日市場) 11:45

はなまる
 (中山) 10:30
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40

長津田保育園
 (長津田) 13:00

3 4 5 6 7 8
鴨居保育園
 (鴨居) 11:10
やました親子の広場
 (中山) 11:15
親子の居場所 ふたば
 (長津田) 11:25
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45

森の台保育園
 (中山) 11:10
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45

ほっと･るーむ長津田
 (長津田) 11:20
プレイパーク
 (中山) 11:30
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
十日市場保育園
 (十日市場) 11:45
えほんのブーケ.白山
 (鴨居) 12:00

ぴよぴよ
 (いっぽ) 11:00
鴨居保育園
 (鴨居) 11:10
もくもくひろば
 (十日市場) 11:15
長津田保育園 (長津田)
 11:45・14:45
バオバブ霧が丘保育園
 (十日市場) 11:45
青砥どんぐり保育園
 (中山) 11:45

ｷｯｽﾞｵｱｼｽひがぽん2
 (鴨居) 11:15
鴨居保育園
 (鴨居) 11:40

長津田地区センター
 (おはなしサンタ)
 (長津田) 10:30★
長津田保育園
 (長津田) 13:00
新治里山おはなし会
 (いっぽ) 13:30★

 ※( )は地区名。時間はおはなし会の開始時間。★印は小学生OK 
スタンプラリーカレンダー 



スタンプラリーＭＡＰ
第12回　みどりおはなしフェスタ
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長津田地区

①長津田保育園
　長津田駅徒歩 5分
②長津田地域ケアプラザ
　長津田駅徒歩 5分
☆みどりアートパーク
　長津田駅徒歩 4分
③ながつたパオパオ　
　長津田駅徒歩 5分
④長津田地区センター　
　長津田駅徒歩 7分
⑤南長津田団地集会所　
　長津田駅徒歩 11 分
⑥中村自治会館　
　長津田駅徒歩 15 分

十日市場地区

⑦いっぽ　十日市場駅徒歩 3分
⑧緑図書館・十日市場地域ケアプラザ　
　十日市場駅徒歩 3分
⑨ほっぺ　十日市場駅徒歩 6分
⑩十日市場保育園　十日市場駅徒歩 10 分
⑪バオバブ霧が丘保育園　バス「郵便局前」徒歩 2分
⑫霧が丘地域ケアプラザ　
　バス「中丸入口」「萱場公園入口」徒歩 3分
⑬にいはる里山交流センター　十日市場駅徒歩 15 分

中山地区

⑭山下みどり台小コミュニティハウス　バス「山谷みどり台」徒歩 15 分
⑮山下地域交流センター　バス「山下小学校前」徒歩 1分
⑯青砥どんぐり保育園　中山駅徒歩 15 分　
⑰中山地域ケアプラザ（ハーモニーみどり 2階）　中山駅徒歩 5 分
⑱あおぞら　中山駅徒歩 7分　　
⑲緑区役所　中山駅徒歩 5分
⑳はなまる　中山駅徒歩 7分
㉑小学館アカデミーなかやま保育園　徒歩 8分
㉒台村・森の台自治会館　中山駅徒歩 8分
㉓森の台保育園　中山駅徒歩 12 分
㉔三保念珠坂公園　市バス・神奈中バス「三保中央」徒歩 1分
㉕三保自治会館　中山駅から徒歩 20 分

鴨居地区

㉖みらいポケット　鴨居駅徒歩 5分
㉗白山地区センター　鴨居駅徒歩 7分
㉘白山緑会館　バス「白山みどり」　徒歩 2分
㉙鴨居地域ケアプラザ　鴨居駅徒歩 10 分
㉚竹山保育園　バス「竹山団地折返し所」　徒歩 3分
㉛鴨居保育園　鴨居駅徒歩 5分
32東本郷第三団地集会所　バス「第三団地」徒歩 1分
33東本郷地域ケアプラザ　バス「東本郷町」徒歩 3分


