
グループ名 対象年齢 活動場所 活動時間 会費 活動内容 連絡先・メールアドレス
HPのURLやSNS等

1 ファンキーキッズ・マム 特になし 新百合ヶ丘周辺 現在定期的な活
動はありません 1200円/年 外国籍の親⼦のサポートも⾏います。 【℡】952-3766

【メール】chifumi@earth.email.ne.jp

2 mama yoga with
baby 産後ママとお⼦様

細山会館
（細山4-21-3)
現在オンラインのみ

第4木曜日 1,200円／1回

産後ママのためのお⼦様と一緒に参加できるヨガクラスです。産後
のママの体⼒回復や、リラックスを⽬的としています。細山会館で
活動していたヨガサークル「mama yoga with baby」ですが、コ
ロナ禍をきっかけにオンラインorプライベートに移⾏しております。現
在は⽉１のオンラインレッスンとサークルメンバーのご⾃宅（⿇⽣
区）で随時プライベートレッスンを開催しております。
（もちろんご希望があれば、新規のママさん達にも少人数のプライ
ベートレッスンを開催可能です。）

【HP】
https://motostudioavis.wixsite.com/m
y-site

3 てくのぼう  0歳〜未就園児と保護
者

高石団地集会所
（高石4-22-3）

木曜日
10:00〜11:30 １か⽉150円 ⿇⽣区高石公園や高石団地集会所にて季節にちなんだ⾏事や

遊びも取り入れて、楽しく遊んでいます。
【HP】
http://tekunobou.exblog.jp/

4 にこりん
０歳〜成人まで
ハンディキャップを持った⼦
どもとその保護者

白山愛児園
地域交流スペース

⽉１回　曜日・時
間はお問い合わせ
ください

不要

ハンディキャップを持ったお⼦さんと保護者の方が、気軽におしゃべ
りできるフリースペースを⽉１回開催しています。
またLINEグループで情報交換をしたりしています。
HPからお気軽にお問い合わせください。

【HP】
https://nikorin2003.jimdofree.com/

5 ひよこ会 0歳児〜未就学児と保
護者

百合丘こども文化センター
（百合丘1-11-２）

水曜日
10:30〜11:15 毎⽉100円 ⽉２回程度のリトミックを中⼼に、果物狩りなど季節を感じられる

イベントを取り入れています。

【ブログ】https://ameblo.jp/hiyokokai-
asao
【メールアドレス】hiyokokai@hotmail.co.jp

6 がきんこクラブ 0歳児〜未就学児と保
護者

王禅寺こども文化センター
（王禅寺東5-32-15)

第1、2、3木曜日
10:30〜11:30
（開催側の都合
により⾏わない週も
ありますので王禅
寺こども文化セン
ターHPをご参考に
してください）

なし

⼦育ての嬉しいこと、楽しいこと、困ったことを一緒に共有しなが
ら、おしゃべりしたり、わらべうたを通して親⼦の時間を楽しんでいま
す︕また夏祭り、ハロウィン、クリスマス会と乳児さん向けで開催し
ていますのでお友だちと遊びにきてください︕がきんこクラブとなって
いますが、一回だけ遊びに来るでも⼤丈夫です︕

【LINE】
https://lin.ee/wxFxjSg

7 ぐるうぷひょっこり ０歳児〜成人(ダウン
症)、保護者、支援者

川崎市北部地域療育センター、
⿇⽣区社会福祉協議会 会議
室 等

⽉１〜２回　不
定期 年1500円

川崎市北部地域に住む、ダウン症児と親⼜はその支援者から構
成されています。⼼配な事や不安な事、みんなと相談したりおしゃ
べりしましょう。  【HP】https://sites.google.com/view/g-hyo
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8 くりっこクラブ 未就園児(1歳頃〜)と保
護者 栗平周辺(主に白⿃⾃治会館)

第1、2、4、５
木曜日
10:30〜11:30

会費:300円/
⽉(学期単位で
お支払い)
保険料:800円
/年

⿇⽣区栗平周辺で活動している⼦育てサークルです︕
季節の⾏事に合わせて⼯作やリトミックなどの室内活動、遠⾜や
芋掘りなどの野外活動を、みんなで企画しながら活動しています。
⼦供の同年代のお友達作りだけでなく、お⺟さん同⼠も⼦育て仲
間ができます︕
親⼦で今しかできない体験がたくさんできるので、ぜひ一緒に楽し
みましょう♪

【メールアドレス】
kurikko.club@gmail.com
【HP】
https://sites.google.com/site/kurikkocl
ub/

9 ⼦育て相談サロン「ま
まカフェしんゆり」

0歳児〜中学⽣と保護
者

新ゆりアートパークス
（川崎市⿇⽣区上⿇⽣1丁⽬11-
9）
⿇⽣市⺠館
（川崎市⿇⽣区万福寺1-5-1）
⿇⽣市⺠交流館やまゆり
（川崎市⿇⽣区上⿇⽣1-11-5）
しんゆり交流空間リリオス
（川崎市⿇⽣区万福寺2-1）

毎⽉第1日曜日
8:30〜10:00
（「芝⽣の上でラ
ジオ体操＆多世
代交流」新百合
アートパークス）
毎⽉第1日曜日
13:30〜16:00
（「⽉イチ親⼦料
理教室」⿇⽣市⺠
館）、他

不要

⼦育て中の方が、地域と多世代・多文化交流すること、顔の⾒
える・顔⾒知りの増える地域づくりができることを⽬的に活動してい
ます。毎⽉第一日曜日には新ゆりアートパークスにて「芝⽣の上
でラジオ体操＆多世代交流」を開催。参加費無料で、出入り⾃
由ですので、気軽に遊びにいらしてください。また、⿇⽣区産の食
材を活⽤した「⽉イチ親⼦料理教室」や⿇⽣区を中⼼に活動し
ている団体とコラボをした「お⺟さんのための防災講座」、川崎市
内で活動している団体とコラボした、物々交換でつながるマルシェ
「ぐるりかわさき」などのイベント開催をしています。顔⾒知りをちょっ
とずつ増やしながら、ご一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

【メールアドレス】
mamacafeshinyuri@gmail.com
【HP（FB)】
https://www.facebook.com/mamacafe
shinyuri
【公式LINE】https://lin.ee/0eT0ldw

10 岡上⺟親クラブ 0歳児〜未就園児と保
護者

岡上こども文化センター
（岡上3-13-1）

⽉1回
10︓00〜12︓
00頃まで

年1,000円 ⽉1回、主に岡上こども文化センターにて茶話会や⼯作、季節の
イベントを企画したり、地域の交流の場に参加したりしています。

【LINEID】（＠lxw0320b）

11 ⾃主保育こめっこ
（ひのきやまっこ） 0歳〜未就園児と保護

者
万福寺檜山公園 ⽉2回 不要

⾃主保育こめっこが開催している外遊びの会「ひのきやまっこ」で
す。どなたでもいつでも参加できます。
こどものやりたい︕に寄り添い、「遊び」を⼤切にしています。一緒
に外でのびのび遊びましょう。ぜひ1度遊びに来てくださいね。

【メールアドレス】comecco.mail@gmail.com
【Instagram】
「⾃主保育こめっこ」で検索

12 ⿇⽣親⼦体操 未就園児と保護者 旧白山中学校体育館
（川崎市⿇⽣区白山１－１－１）

毎週⾦曜日
10:00〜12:00 ⽉2500円

⿇⽣親⼦体操は、１９８５年に創⽴した未就園児対象の⼦
育てサークルです♪毎週⾦曜日に白山中学校跡地の体育館に
て活動しています。体育館の広い空間で、ボールや縄を使った運
動遊びやダンスを楽しみます。季節ごとの楽しいイベントも盛り沢
山♪先⽣のご指導のもと、親⼦で触れ合い遊びや手遊びもしま
す。
週に一度、親⼦で思いっきり体を動かしてみませんか︖親⼦体操
だからできる、たくさんの体験や吸収が待っています︕また、ママの
リフレッシュの場にもなります︕ぜひお気軽にホームページからお問
い合わせください︕

【HP】
https://asaooyakotaiso.jimdofree.com
/
【メールアドレス】
asaooyakotaiso@gmail.com
【instagram】
「⿇⽣親⼦体操」で検索、あるいは「＃⿇⽣親
⼦体操」でも検索できます。
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13 ウインナーキッズクラブ 未就園の多胎児親⼦、
多胎児妊婦

⿇⽣区役所保健ホール
（万福寺1-5-1）

第３⾦曜日
10:00〜11:30

1家族につき⽉
100円

ウィンナーキッズクラブは多胎児ママ達が結成した育児サークルで
す。毎⽉育児懇談会・手遊び・リサイクル等を⾏っています。多胎
育児はとても⼤変で、出産を控えている妊婦さんは⼼配事が沢
山あると思います。多胎児の親御さんは勿論、妊婦さんも是⾮
一度遊びにいらしてください︕

【ブログ】
https://ameblo.jp/vienna-kids-club/
【Instagram】
　「twins̲asao」で検索

14 Link mama
(リンクママ)

０歳児(妊婦さんも可)か
ら中学⽣と保護者

しんゆり交流空間リリオス
(⿇⽣区万福寺2-1)

２か⽉に１回
不定期
午前中(詳細は
HP)

不要

ママの孤⽴をなくす為、ママとママ、ママと地域を繋ぎ、互いに学び
合いながら地域の親⼦の暮らしと⼼が豊かになり、多くのママが幸
せになる為の活動を⾏っています。保育付きで、ママ達がものつくり
を楽しんだり、マッサージでリフレッシュできるワークショップを開催し
ています。ワークショップのお申込みはHPとインスタからできます。
様々な取り組みに一緒に参加してくださる会員も募集していま
す。

【メールアドレス】
linkmama2018@yahoo.co.jp
【HP】
https://link-mama.jimdosite.com/
【instagram】
linkmama2018
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