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○県内地域子育て支援拠点実施状況の一覧

(R3.1.8時点)

詳しくは，各市町又は各支援拠点にお問合せください。
市町名

実施施設名

開館

閉館

備考

閉館期間

連絡先

リンク先

東区地域子育て支援センター（ぽっぽひがし）

〇

窓口等での相談業務は実施
オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-261-0315

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/84/4644.html

南区地域子育て支援センター（キッズひろばみなみ）

〇

窓口等での相談業務は実施
オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-250-4134

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/84/4644.html

西区地域子育て支援センター（にしくにこにこひろば）

〇

窓口等での相談業務は実施
オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-503-6288

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/84/4644.html

安佐南区地域子育て支援センター（オアシスあさみなみ）

〇

窓口等での相談業務は実施
オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-877-2146

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/84/4644.html

安佐北区地域子育て支援センター（スマイルあさきた）

〇

窓口等での相談業務は実施
オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-819-0617

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/84/4644.html

安芸区地域子育て支援センター（あおぞら安芸っ子）

〇

窓口等での相談業務は実施
オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-821-2821

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/84/4644.html

佐伯区地域子育て支援センター（おやこっこさえき）

〇

窓口等での相談業務は実施
オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-921-5010

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/84/4644.html

つどいの広場「げんキッズ」

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-246-9100

http://www.kenkou.city.hiroshima.j
p/

子育てオープンスペース つばさ

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-246-0024

http://tsubasa.npoc.or.jp/

オープンスペース光明 わくわくランド

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-228-5595

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/84/4644.html

子育てオープンスペース いいね

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-255-9707

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/84/4644.html

こどもケアセンター いーぐる

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 070-6553-1484

http://www.hcu.ac.jp/eagle/index.h
tml

広島市

子育てひろば ころろ

呉市

規模を縮小して実施
オンラインでの取組は随時実施

○

082-231-8015

http://kororo.kodomo-net.jp/

子育てひろば もみのき

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 080-5926-2735

https://www.city.hiroshima.lg.jp/so
shiki/84/4644.html

ひろばKUSU-KUSU祇園

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-299-0511

https://e-kosodate.net/

ひろばKUSU-KUSU佐東

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-209-6806

https://e-kosodate.net/

子育てオープンスペース くすの木

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-554-1539

https://qoonea.com/openspace/

すずらんひろば高陽

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-516-5353

http://www.hbunkyo.ac.jp/suzuranhiroba/top.ht
ml

OPEN SPACE ひすい

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 090-7509-7899

https://meiganse.wixsite.com/web
site

あひるClub

〇

オンラインでの取組は随時実施

2020/12/15～2021/01/03 082-275-5551

https://profile.ameba.jp/ameba/ahi
ruclub-hiroba

呉市すこやか子育て支援センター くれくれ・ば

○

子育てひろば人数制限あり
オンライン「おしゃべり広場」

0823-25-3482

http://www.kurekosodate.com/sukoyaka/

呉市すこやか子育て支援センター ひろひろ・ば

○

子育てひろば人数制限あり
オンライン「おしゃべり広場」

0823-76-1616

http://www.kurekosodate.com/sukoyaka/

地域子育て支援センター S.A.エンジェルクラブ（救世軍呉保育所）
〇

オンライン「おしゃべり広場」
水曜日の親子ひろばは園庭で開催

0823-21-4711

http://kurehoikujyo.salvationarmy.o
r.jp/

地域子育て支援センター わんぱく広場（阿賀保育園）

〇

感染症対策を実施

0823-71-8711

http://agahoikuen.jp/

地域子育て支援センター ぴよママ（下蒲刈保育所）

〇

オンライン「おしゃべり広場」
イベント中止
園庭開放実施

0823-65-3351

2 ページ

市町名

実施施設名

開館

呉市

地域子育て支援センター キラキラスマイル（きらきら音戸保育園）
〇

地域子育て支援センター にこにこランド（郷原保育所）

閉館

連絡先

リンク先

オンライン「おしゃべり広場」
感染症対策を行い通常通り開設

0823-52-2610

http://www.kure-hoiku.com/ondokirakira-hoiku/

電話相談対応
オンライン「おしゃべり広場」
園庭開放実施

0823-77-0304

https://gogogouho.com/

地域子育て支援センター きらきらエンジェル（安浦中央保育所）〇

オンライン「おしゃべり広場」
イベント中止・園庭開放短時間対
応（10:00～11:30）５組限定

0823-84-2250

地域子育て支援センターこばと（認定こども園焼山こばと）

イベント中止
子育てひろば・子育て相談対応

0823-33-0706

http://www5a.biglobe.ne.jp/~ykoba
to/

0823-21-7611

https://seirenji.com/

○

〇

地域子育て支援センターせいれんじ（認定こども園せいれんじ）

○

備考

12/21～支援センター休止
電話相談対応
オンライン「おしゃべり広場」

閉館期間

未定

地域子育て支援センターめぐみランド（認定こども園天応めぐみ園）
○

オンライン「おしゃべり広場」
イベントは年齢ごとに3日に分け密
を避けて実施

0823-38-0332(園舎移転のため）
http://www.anjouji.com/

竹原市子育て支援センター ミルクハウス（明星こども園）

○

保育所・こども園の育児サークル
は，令和２年１２月１６日から令和３
年１月１１日まで休止。

0846-26-2845

https://www.city.takehara.lg.jp/sya
kaifukushi/kodomo/kosodate/sien.
html

地域子育て支援センター つくしんぼ（ふれあい館ひろしま）

〇

人数制限あり，イベントは要予約

0846-22-9100

http://www.tanet.ne.jp/fureai15/

紅梅認定こども園（のぞみ）

〇

行事は中止

http://www.miharanozomi.jp/11kobai/index.html

さくらこども園（チェリッシュ）

〇

行事は中止

http://www.h-sakuragakuen.com/

あさかぜ保育園

〇

行事は中止

http://sozo.ecweb.jp/asakaze

認定あやめが丘こども園

〇

行事は中止

http://sanseikai.com/ayamegaokakodomoen-2

さんさんまりんこども園

〇

行事は中止

https://marinehoikuen.jp/rinen.html

本郷ひまわり保育所

〇

行事は中止

http://www.city.mihara.hiroshima.jp
/soshiki/51/hongohimawari.html

大和認定こども園

〇

行事は中止

http://www.city.mihara.hiroshima.jp
/soshiki/51/daiwaninteikodomoen.
html

円一保育所

〇

行事は中止

http://www.city.mihara.hiroshima.jp
/soshiki/51/enichi.html

愛育認定こども園

〇

行事は中止

http://keisenfukushikai.jp/young/k
odomoen.php

久井認定こども園

〇

行事は中止

http://www.city.mihara.hiroshima.jp
/soshiki/51/kuikodomoen.html

あんず認定こども園（あぷりこっと）

〇

行事は中止

http://anzu-mihara.com/

おのみち子育て支援センター

〇

行事・講座は中止

https://www.city.onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/23/2029.html

いんのしま子育て支援センター

〇

行事・講座は中止

https://www.city.onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/23/2030.html

東尾道子育て支援センター

〇

行事・講座は中止

https://www.city.onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/23/2054.html

みつぎ子育て支援センター

〇

行事・講座は中止

https://www.city.onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/23/2074.html

生口島子育て支援センター

〇

行事・講座は中止

https://www.city.onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/23/2048.html

向島子育て支援センター

〇

行事・講座は中止

https://www.city.onomichi.hiroshim
a.jp/soshiki/23/26846.html

竹原市

三原市

尾道市
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市町名

実施施設名

開館

閉館

備考

閉館期間

連絡先

あかつき幼児クラブ（あんずこども園）

〇

感染予防対策の実施

084-932-2644

うさぎっこクラブ（わかばこども園）

〇

１組あたりの利用時間の短縮
感染予防対策の実施

084-972-6756

すくすく（まこと保育園）

〇

５組までの完全予約制（月・水・
金），電話対応

084-954-1221

うさちゃん広場（あおば保育園）

〇

予約制
感染予防対策の実施

050-3541-3913

あそびにおいでよ（東深津保育所）

○

予約制
感染予防対策の実施

084-923-6739

カンガルーポケット（宜山ひかり保育園）

〇

予約制（１月から）
感染予防対策の実施

084-976-3042

もみじっこクラブ（もみじこども園）

○

感染予防対策の実施，
室内保育は完全予約制で少人数
開催

084-922-2463

ひよこ広場（松永東保育所）

〇

外部講師による育児講座は当面の
間見送り

084-933-4519

すくすく広場あかさかっこ（赤坂保育所）

〇

短時間対応，室内遊び，園庭開放

084-949-0120

そらひろば（認定こども園みゆき）

〇

予約制
感染予防対策の実施

084-955-0049

ピーチひろば（竹尋誠和保育園）

○

予約制，感染予防対策の実施，講
演会等の中止，
広い場所を借りての行事開催

084-966-1351

いっしょにあそぼ（とでみなみこども園）

○

予約制（１日５組）
支援ルーム開放のみ

0847-52-5545

ともっこひろば（鞆こども園）

〇

予約制
感染予防対策の実施

084-982-2455

ぬまくま子育て支援センター（童心園）

○

予約制（１日３～５組）
昼食時間利用停止

084-987-2527

なかよし広場（水呑こども園）

〇

一部予約制，短時間対応（９時から
１４時），
感染予防対策の実施

084-956-4572

ふれあい広場（せんにしの丘）

〇

予約制
感染予防対策の実施

084-955-5290

にこにこ広場（せんだの森）

〇

予約制
感染予防対策の実施

084-955-0078

なかよしキッズ（春日こども園）

〇

感染予防対策の実施

084-943-8729

ふれあいクラブ（ののはまこどもえん（子育て支援施設みんなのもり））
〇

短時間対応（１回の利用を2時間に
制限），
人数が多い場合は来館を制限

080-6334-6076

アップルクラブ（大津野こども園）

〇

予約制，感染予防対策の実施

084-943-6030

すくすく広場（今津未来園）

〇

短時間対応（園庭，室内開放のみ
１０時～１３時）

084-934-3122

ドロップス（こどもえん みどり）

○

予約制

084-963-3922

ひまわりっこ（瀬戸こども園）

○

感染予防対策の実施

084-971-6247

電話対応

084-962-2024

福山市

プレイス・ガーデン（みちのうえ こども園）

〇

かもめサークル（みなとまちこども園）

〇

予約制
感染予防対策の実施

084-922-3315

ふれあいひろば（深津保育所）

○

１日８組の予約制（火，水，木）

084-925-3179

リンク先

電話相談のみ（３月３日から１３日
予定）
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市町名

実施施設名

開館

閉館

備考

閉館期間

連絡先

リンク先

子育てサポートステーションいくたす（せんにしの丘（昌和福祉会））
○

予約制
感染予防対策の実施

084-931-6606

ふくやま子育て応援センター キッズコム

〇

相談業務は実施，行事は一部予約
制，検温し問題なければ利用可能

084-932-3123

http://www.city.fukuyama.hiroshim
a.jp/site/kosodate/168268.html

柳津保育所 ふくやまローズひろば

〇

相談業務は実施，行事は一部予約
制，検温し問題なければ利用可能

084-933-6471

http://www.city.fukuyama.hiroshim
a.jp/site/kosodate/168268.html

伊勢丘こども園 ふくやまローズひろば

〇

相談業務は実施，行事は一部予約
制，検温し問題なければ利用可能

084-940-6633

http://www.city.fukuyama.hiroshim
a.jp/site/kosodate/168268.html

大学附属こども園 ふくやまローズひろば

〇

相談業務は実施，行事は一部予約
制，検温し問題なければ利用可能

084-925-2515

http://www.city.fukuyama.hiroshim
a.jp/site/kosodate/168268.html

水呑立正保育所 ふくやまローズひろば

〇

相談業務は実施，行事は一部予約
制，検温し問題なければ利用可能

084-956-6507

http://www.city.fukuyama.hiroshim
a.jp/site/kosodate/168268.html

神辺保育所 ふくやまローズひろば

〇

相談業務は実施，行事は一部予約
制，検温し問題なければ利用可能

084-962-3567

http://www.city.fukuyama.hiroshim
a.jp/site/kosodate/168268.html

新市保育所 ふくやまローズひろば

〇

相談業務は実施，行事は一部予約
制，検温し問題なければ利用可能

0847-51-5274

http://www.city.fukuyama.hiroshim
a.jp/site/kosodate/168268.html

府中市子育て支援センター(広谷保育所)

〇

0847-47-1188

http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/
kinkyu/4549.html

0847-45-5558

http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/
kinkyu/4549.html

0847-62-4437

http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/
kinkyu/4549.html

0847-54-2733

http://www.city.fuchu.hiroshima.jp/
kinkyu/4549.html

午前・午後各５組までの予約にて利用可

国府地域子育て支援センター(国府保育所)

〇

上下地域子育て支援センター(上下保育所)

〇

府中市

キッズランドMOMO（和光園地域子育て支援センター）（和光園保育所）
〇

あそび工房

能。電話相談対応。
タブレットによるオンライン
「おしゃべり広場」の活用

午前・午後各５組までの予約にて
利用可能。電話相談対応。
タブレットによるオンライン
「おしゃべり広場」の活用
午前・午後各５組までの予約にて
利用可能。電話相談対応。
タブレットによるオンライン
「おしゃべり広場」の活用
午前・午後各５組までの予約にて
利用可能。電話相談対応。
タブレットによるオンライン
「おしゃべり広場」の活用

〇
https://www.city.miyoshi.hiroshima.
jp/jyosei/kosodate_calender/papa
mama4-1_2_3_4_2_2_2.html

三次市

太才町DASAIYA

〇

北部あそびの広場（4/1～）

〇

https://www.city.miyoshi.hiroshima.
jp/jyosei/kosodate_calender/papa
mama4-1_2_3_4_2_2_2.html

三良坂地域子育て支援センター みつばち

〇

https://www.city.miyoshi.hiroshima.
jp/jyosei/kosodate_calender/papa
mama4-1_2_3_4_2_2_2.html

ちゅうおう憩いの森 キッズルーム

〇

イベント中止(1/4～1/31）

https://www.city.miyoshi.hiroshima.
jp/jyosei/kosodate_calender/papa
mama4-1_2_3_4_2_2_2.html

きりんの会(みゆき保育園)

〇

イベント中止（12/7～1/10）

https://www.city.miyoshi.hiroshima.
jp/jyosei/kosodate_calender/papa
mama4-1_2_3_4_2_2_2.html

小学館アカデミーだっこルーム三次

〇

庄原子育て支援センター

〇

活動内容により、個別の感染防止
策を図る。

板橋子育て支援センター

〇

活動内容により、個別の感染防止
策を図る。

西城子育て支援センター

〇

活動内容により、個別の感染防止
策を図る。

東城子育て支援センター

〇

活動内容により、個別の感染防止
策を図る。

小奴可子育て支援センター

〇

活動内容により、個別の感染防止
策を図る。

口和子育て支援センター

〇

活動内容により、個別の感染防止
策を図る。

高野子育て支援センター

〇

活動内容により、個別の感染防止
策を図る。

比和子育て支援センター

〇

活動内容により、個別の感染防止
策を図る。

https://www.city.miyoshi.hiroshima.
jp/jyosei/kosodate_calender/papa
mama4-1_2_3_4_2_2_2.html

庄原市

庄原市
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市町名

実施施設名

開館

連絡先

リンク先

総領子育て支援センター

〇

活動内容により、個別の感染防止
策を図る。

ジョイフル子育て支援センター

〇

活動内容により、個別の感染防止
策を図る。

0827-54-0039

http://www.city.otake.hiroshima.jp/
topics/korona/koronachuusi/1583
278775092.html

〇

短時間対応（9:30～10:30 11:00～
12:00 13:30～14:30 15:00～
16:00）
人数制限（各回４組）

0827-53-9766

http://www.city.otake.hiroshima.jp/
topics/korona/koronachuusi/1583
280890710.html

松ケ原こども館

〇

短時間対応 10:00～11:30 13:00
～15:0・人数制限（各回６組）電話
相談対応・タブレットによるオンライ
ン「おしゃべり広場」の活用

0827-57-8333

http://www.city.otake.hiroshima.jp/
topics/korona/koronachuusi/1583
325517289.html

青雲保育園 にこにこるーむ

〇

082-424-8081

愛育園 ゆりかご

〇

082-424-3932

西条みづき認定こども園子育て支援センター

〇

082-423-0332

サムエル西条こどもの園 ワンダーラビット

〇

082-424-3008

認定こども園 みそのうこばとの森

〇

082-431-5559

認定みょうとくこども園子育て支援センター

〇

082-428-4678

八本松あおい保育園 こんぺいとう

〇

082-428-5551

八本松みづき認定こども園子育て支援センター

〇

082-437-5020

サムエル東広島こどもの園 マザーグースのへや

〇

082-420-4300

志和龍城保育園 たつのこ

〇

082-433-5701

入野光保育園子育て広場 ひかりランド

〇

082-437-0516

福富子育て支援センター ほほえみ

〇

082-435-2343

河内西子育て支援センター すくすく

〇

082-430-3373

安芸津子育て支援センター じゃがキッズ

〇

0846-46-1401

キッズプラザひがしひろしま ゆめもくば

〇

082-431-3350

東志和保育園子育て支援センター りす組さん

〇

082-433-5800

西条あおい保育園子育て支援センター きずなの木

〇

082-430-7373

ひまわり認定こども園子育て支援センター オープンくらす

〇

0823-82-6707

豊栄子育て支援センター すまいる

〇

082-401-2022

三永太陽保育園 おひさま広場

〇

082-426-2177

認定こども園さざなみの森 ao

〇

082-422-3788

大竹市子育て支援センターどんぐりHOUSE

大竹市

さかえ子育て支援センター

〇

閉館

備考

短時間対応（9:30～10:30 11:00～
12:00 13:30～14:30 15:00～
16:00）・人数制限（各回3組程度）
電話相談対応・タブレットによるオ
ンライン「おしゃべり広場」の活用

閉館期間

東広島市
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市町名

廿日市市

実施施設名

開館

認定こども園みどりがおかようちえん スイミー

〇

閉館

備考

閉館期間

連絡先

リンク先

0823-82-2844
予約制 各10組
9：00～12：00
13：00～16：30
ランチルーム中止
予約制 各6組
9：00～12：00
12：30～15：00
ランチルーム中止
予約制 各8組
10：00～12：00
13：00～16：00
ランチルーム中止

当面の間廿日市市内限定 (0829)20-1612

廿日市市ホームページ
www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp

当面の間廿日市市内限定 (0829)56-0356

〃

当面の間廿日市市内限定 (0829)72-2391

〃

廿日市子育て支援センター

○

大野子育て支援センター

○

佐伯子育て支援センター

○

なかよし広場(吉田保育所)

〇

検温・消毒・マスク対応・換気をしな
がら実施

0826-42-0662

甲田いづみこども園

〇

検温・消毒・マスク対応・換気をしな
がら実施

0826-45-7270

げんき広場（みどりの森保育所）

〇

検温・消毒・マスク対応・換気をしな
がら実施

0826-54-0880

にこにこひろば（ふなさ保育園）

〇

検温・消毒・マスク対応・換気をしな
がら実施

0826-57-0007

わくわく広場（くるはら保育園）

〇

検温・消毒・マスク対応・換気をしな
がら実施

0826-57-1633

安芸高田市こども発達支援センター

〇

検温・消毒・マスク対応・換気をしな
がら実施

0826-47-4151

江田島市子育て世代包括支援センター

〇

行事は中止

0823-42-2852

府中ひかり保育園子育て支援センター

〇

検温，消毒，マスク対応
一部利用制限あり

082-282-9393

若竹保育園子育て支援センター

〇

検温，消毒，マスク対応
一部利用制限あり

082-284-2363

府中南交流センター（児童センターバンビーズ）

〇

検温，消毒，マスク対応
一部利用制限あり

082-286-3212

府中北交流センター（児童センターハッピーズ）

〇

検温，消毒，マスク対応
一部利用制限あり

082-510-5202

ひまわりプラザ子育て支援センター

〇

予約制で実施

082-824-1225

https://www.town.kaita.lg.jp/site/n
eubora/

海田児童館子育て支援センター

〇

予約制で実施

082-822-2216

https://www.town.kaita.lg.jp/site/n
eubora/

海田東児童館子育て支援センター

〇

予約制で実施

082-822-9946

https://www.town.kaita.lg.jp/site/n
eubora/

熊野町子育て支援センター（くまの・こども夢プラザ）

○

子育て相談のみ利用可能
オンライン講座実施
（12/21～1/11）

082-820-5502

https://www.town.kumano.hiroshim
a.jp/www/genre/1586150283114/i
ndex.html

安芸高田市

江田島市

府中町

海田町

熊野町

子育て支援センター なかよしハウス

〇

電話・オンラインでの相談は受付

１月末まで

082-820-1770

http://www.town.saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouiku/post_475.html

子育て支援センター 小屋浦パオちゃんルーム

〇

電話・オンラインでの相談は受付

１月末まで

080-8241-1175

http://www.town.saka.lg.jp/kurashi
/kosodate_kyouiku/post_475.html

坂町

加計のびのび子育て支援センター（加計認定こども園あさひ）

〇

戸河内子育て支援センター（認定こども園とごうち）

〇

安芸太田町

芸北子育て支援センター（さつきが丘こども園）

〇

電話相談（オンライン可）
（10：00～1５：00）

０５０－５８１５－２０２６

https://www.town.kitahiroshima.lg.j
p/site/neuborakitahiroshima/

行事のみ別施設で開催

オンライン相談 10：00～1５：00）
大朝子育て支援センター（大朝こども園）

〇

電話相談 （10：00～1７：00）

０５０－５８１２－２２０５

https://www.town.kitahiroshima.lg.j
p/site/neuborakitahiroshima/

千代田子育て支援センター

〇

施設開所 行事なし
予約制
（10：00～12：00）

０５０－５８１２－８０4０

https://www.town.kitahiroshima.lg.j
p/site/neuborakitahiroshima/

豊平子育て支援センター（認定こども園ふたば）

〇

０５０－５８１２－１１７０

https://www.town.kitahiroshima.lg.j
p/site/neuborakitahiroshima/

北広島町

施設開所 1/18～

大崎上島町 ひかりえん地域子育て支援センター（認定こども園ひかりえん） 〇

（10：00～12：00）
行事参加のみ予約制

週5回（月曜日～金曜日）
12月26日（土）から1月11日（月）ま
でお休み

0846-64-2598
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市町名

世羅町

実施施設名

開館

子育て支援センター 世羅めぐみ認定こども園 めぐぴよ

〇

子育て支援センター 甲山めぐみ認定こども園 めぐぽぽ

〇

子育て支援センター 認定こども園世羅幼稚園 ゆうゆう

〇

神石高原町 神石高原町子育て支援センター アイアイ

〇

閉館

備考

閉館期間

・タブレットによるオンライン「おしゃ
べり広場」の活用
・月２回地域の自治センターでひろ 当面の間
ばを開催
・園庭開放の実施
・タブレットによるオンライン「おしゃ
べり広場」の活用
・月２回地域の自治センターでひろ 当面の間
ばを開催
・園庭開放の実施
・タブレットによるオンライン「おしゃ
べり広場」の活用
・月２回地域の自治センターでひろ 当面の間
ばを開催
・園庭開放の実施
オンライン・おしゃべり広場（5/27～
開始）
イベントは７月～開始

連絡先

0847-25-5215

0847-25-5621

0847-25-0316

0847-82-2260

リンク先

