
■地域資源

西生田中学校 高石3-25-1 【開放施設】体育館・会議室

高石保育園 高石1-14-15
マジオたんぽぽ保育園　百合ヶ丘ルー
ム

高石3-9-1

ヤクルト百合ヶ丘保育園 高石3-13-5　102 kid's room みらいっ子 多摩美2-9-8

セントケアホームゆりがおか 高石2-20-15

高石１丁目公園 高石1丁目25 高石５丁目公園 高石5丁目6

高石見晴し緑地 高石1丁目25 高石５丁目南公園 高石5丁目9

高石寺前公園 高石2丁目24-4 高石あかね公園 高石6丁目16-18

高石西第３公園 高石2丁目32-1 高石６丁目公園 高石6丁目17

高石西第２公園 高石2丁目35-5 高石６丁目南公園 高石6丁目23

高石西第１公園 高石2丁目38-1 高石なかよし公園 高石6丁目24

高石弥生公園 高石3丁目1430-2 高石あかね緑地 高石6丁目441-2

高石弦巻公園 高石3丁目1433-5 烏沢公園 高石6丁目4-7

高石３丁目こども公園 高石3丁目1497-6 細山内野公園 多摩美1丁目24-1

高石森下公園 高石3丁目17-26 多摩特別緑地保全地区 多摩美1丁目31-2ほか

高石石神公園 高石3丁目32-16
麻生鳥のさえずり公園
（麻生区市民健康の森）

多摩美1丁目32

高石桜ヶ丘公園 高石3丁目6 多摩美１丁目緑地 多摩美1丁目33

高石４丁目公園 高石4丁目14-8 多摩美緑地 多摩美1丁目36-8

高石さくら公園 高石4丁目17-2 多摩美特別緑地 多摩美1丁目95-192ほか

高石公園 高石4丁目30-6 多摩美こぶし公園 多摩美2丁目10-19

高石第３公園 高石4丁目9
多摩美ふれあいの森
（旧（仮称）多摩美緑地）

多摩美2丁目20-1

高石富士見台緑地 高石5丁目21-15 多摩美公園 多摩美2丁目21-4

高石緑地（高石ふれあいの森） 高石5丁目212-48 多摩美台公園 多摩美2丁目63-20

岸歯科医院 高石1-2-10 歯･矯・小歯・口

きらり歯科
高石1-22-11第2ﾔﾏﾀﾞﾋﾞ
ﾙ

歯・小歯･口

百合ヶ丘デンタルクリニック 高石1-22-15 歯･矯・小歯
佐藤歯科医院 高石3-2-4 歯・小歯

高石神社 高石1-31-1 高石公民館 高石3-1-11 

匡真寺 高石1-6-30 パークハイツ百合丘 高石4-17-1

萬松山潮音寺 高石2-21-1 多摩美町会会館 多摩美1-15 9

高石山法雲寺 高石2-6-1 萬年山妙延寺 多摩美1-27-1

公園【36】

老人いこいの家【0】

障がい者関連施設【0】

診療所・クリニック【4】

施設（その他）【8】

地域子育て支援センター【0】 地域包括支援センター【0】

高齢者入所施設【1】

障がい者相談センター【0】

スーパーマーケット【0】

地域資源情報　麻生東第１地区

幼稚園【0】 子ども文化センター【0】

保育所【4】

小学校【0】　中学校【1】　高等学校【0】　特別支援学校【0】　大学【0】



高石体操教室 高石3-1-11 高石公民館
オレンジリング百合ヶ丘 高石3-1-11 高石公民館
弘寿会 高石3-1-11 高石公民館
白樺会 高石4-22 高石団地集会所
多摩美コロバネーゼの会 多摩美1-15-9 多摩美町会会館
長寿会 多摩美1-15-9 多摩美町会会館
なでしこの会 多摩美1-27-1 妙延寺
晴れてるサロン 多摩美周辺(個人宅) 矢島様個人宅
みどりコロバネーゼの会 多摩美周辺(個人宅) 小泉様個人宅

子育てサロン「ぴよぴよ」 高石3-1-11 高石公民館
子育てサークル　てくのぼう 高石4-22-3 高石団地集会所

たまり食堂 高石1-11-1　1階 隠れ家和菜　たまり 子ども食堂

地域資源情報　麻生東第１地区

地域活動（健康づくり・介護予防・認知症カフェ等）【9】

地域活動（子育てサロン・子育て自主グループ等）【2】

地域活動（その他）【1】



■地域資源

金程小学校 金程2-10-1 【開放施設】校庭・体育館・陶芸室
西生田小学校 細山2-2-1 【開放施設】校庭・体育館・特別活動室
千代ヶ丘小学校 千代ケ丘8-9-1 【開放施設】校庭・体育館・プレイルーム・会議室
金程中学校 金程3-16-1 【開放施設】校庭・体育館・武道場・図書室
県立麻生高等学校 金程3-4-1 【開放施設】運動場・体育館

それいゆ保育園 細山1203 麻生ゆりのき保育園 千代ケ丘1-17-2
kid's room みらいっ子　細山 room 細山2-10-7 あゆみの保育園 千代ケ丘2-1-1 102
ルンビニーにこにこ園 千代ケ丘1‐10‐6

ちよがおか幼稚園 金程4-25-1 千代ケ丘こども文化センター 千代ケ丘1-20-60

こうりんじ幼稚園 細山3-2-1

地域子育て支援センターちよがおか 千代ケ丘1-20-60 高石地域包括支援センター 千代ケ丘1-2-9

そんぽの家   新百合ヶ丘 金程4-28-16
ヒューマンライフケア麻生グループ
ホーム２号館

千代ケ丘3-18-3

百合丘メディカルハウスさゆり 細山2-8-7
ヒューマンライフケア麻生グループ
ホーム

千代ケ丘7-6-4

セントケアホーム新百合ヶ丘 金程1-38-20
ヒューマンライフケア新百合ヶ丘グ
ループホーム

千代ケ丘1-16-6

グループホームみんなの家川崎新百
合ヶ丘

千代ケ丘5-7-12

麻生老人福祉センター（いきいきセン
ター）

金程2-8-3

千代ヶ丘いこいの家 千代ケ丘6-3-22

ソレイユ川崎 細山1203 ユーコープ千代ヶ丘店 千代ケ丘1-20-93

つつじ工房 細山1209 ゆりストア千代ヶ丘店 千代ケ丘6-14-2

川崎授産学園つばき寮 細山1209

わーくはうす・ひこばえ 細山5-1-20

金程夕木公園 金程2丁目17-1 細山５丁目花の香公園 細山5丁目2-8
金程公園 金程2丁目2-1 細山５丁目緑地 細山5丁目3-24
金程前田公園 金程2丁目9-5 細山６丁目公園 細山6丁目1
金程後谷緑地 金程4丁目22-5 細山６丁目見晴し公園 細山6丁目4
金程４丁目緑地 金程4丁目28-18 細山なかよし公園 細山6丁目7
金程西平公園 金程4丁目8-13 細山金井久保北公園 細山7丁目12
池の端公園 向原1丁目6-4 細山金井久保中央公園 細山7丁目14
向原こども公園 向原2丁目10 細山こども公園 細山7丁目2
向原南緑地 向原2丁目1-1 細山７丁目公園 細山7丁目2-4
向原の里緑地 向原2丁目1243-43 細山北谷公園 細山8丁目1-2
向原弥生公園 向原2丁目14 細山代官山公園 細山8丁目15-12
向原の丘公園 向原2丁目21 細山緑地 細山8丁目17-1
向原緑地 向原2丁目26 細山８丁目公園 細山8丁目20
向原北緑地 向原3丁目14-28 千代ヶ丘公園 千代ケ丘1丁目20-14
向原公園 向原3丁目17-1 千代ヶ丘４丁目公園 千代ケ丘4丁目21-145
向原の森公園 向原3丁目2-5 もみじが丘公園 千代ケ丘4丁目22-68
向原弁天公園 向原3丁目3-5 千代ヶ丘第２公園（旧　細山第２公園） 千代ケ丘5丁目4-3
細山公園 細山1丁目7-1 千代ヶ丘５丁目公園 千代ケ丘5丁目9
細山２丁目公園 細山2丁目10 千代ヶ丘山辺公園 千代ケ丘5丁目9-95
細山七代第２公園 細山2丁目12-2 千代ヶ丘第１公園（旧　細山第１公園） 千代ケ丘6丁目10-15
細山七代第１公園 細山2丁目9-4 千代ヶ丘坂東公園 千代ケ丘6丁目2-160
細山中島第１公園 細山3丁目12-4 千代ヶ丘６丁目公園 千代ケ丘6丁目2-63
細山中島第２公園 細山3丁目2-2 千代ヶ丘第３公園（旧　細山第３公園） 千代ケ丘7丁目17
細山東公園 細山4丁目1-1 千代ヶ丘中ノ間公園 千代ケ丘8丁目21-1
細山４丁目公園 細山4丁目640-56 千代ヶ丘西久保緑地 千代ケ丘8丁目8-5
細山５丁目公園 細山5丁目24 千代ヶ丘中ノ間東公園 千代ケ丘9丁目11-1

細山５丁目ふれあい公園 細山5丁目27

地域資源情報　麻生東第２地区

小学校【3】　中学校【1】　高等学校【1】　特別支援学校【0】　大学【0】

保育所【5】

幼稚園【2】 子ども文化センター【2】

地域子育て支援センター【1】 地域包括支援センター【1】

高齢者入所施設【7】

障がい者相談センター【0】 老人いこいの家等【2】

障がい者関連施設【4】 スーパーマーケット【2】

公園【31】



あさお整形外科 金程1-34-10 整･リハ・リウ
はやせ歯科 金程2-5-13 歯･矯・小歯･口
うえはら歯科医院 金程4-4-16 歯･矯・小歯･口
のぐち歯科 細山2-12-4 歯
百合が丘すみれクリニック 細山2-8-7 内・呼・アレ・小耳
小神歯科医院 細山5-12-4 歯
永島歯科医院 千代ケ丘2-4-12 歯･矯・小歯･口

おばた小児クリニック
千代ケ丘4-18-12ｽｶｲﾌﾟ
ﾗｻﾞ1-A

小･アレ

古川歯科医院 千代ケ丘4-7-5 歯･矯・小歯･口
リスホームケアクリニック 千代ケ丘5-7-1-204 内・外･整・精・放射線
松井歯科医院 千代ケ丘8-1-1 歯

嶋崎内科医院
千代ケ丘8-1-1細山産業
ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ201

内・消

津田眼科
千代ケ丘8-1-20ｸﾘｴｰﾄﾋﾞ
ﾙ1､2F

眼

たかおか耳鼻咽喉科クリニック 千代ケ丘8-1-3 耳
あべ皮膚科 千代ケ丘8-1-3-102 皮

金程富士見会館 金程1-38 6 細山会館 細山4-21 3
カナドコロ 金程4-3 三井細山自治会館 細山5-19 1
向原会館 向原1-6 5 武蔵御嶽神社細山分社 千代ケ丘5-4-1
細山神明社 細山2-6-1 有楽自治会館 千代ケ丘5-9
南嶺山香林寺 細山3-9-1 千代ヶ丘中ノ間自治会館 千代ケ丘9-17 8

はつらつ会 細山1-7 シャンボール読売ランド前
ほそやまカフェ 細山4-21-3 細山会館
ながら会 金程2-8-3 麻生いきいきセンター（麻生老人福祉センター）
いちもく元気サロン 金程4-28-16 そんぽの家新百合ヶ丘

ふれあいサロンにしいくた 細山2-2-1 西生田小学校

三井細山○（まる）カフェ 細山4-10-5 あい・細山デイサービス
「千代ヶ丘第二公園」健康体操 千代ケ丘5-4-3 千代ヶ丘第二公園
蘭の会 千代ケ丘5-9 有楽自治会館
白蘭の会 千代ケ丘5-9 有楽自治会館
セラバンドハッスル 千代ケ丘6-3-22 千代ヶ丘いこいの家
いこい元気広場（千代ヶ丘いこいの家） 千代ケ丘6-3-22 千代ヶ丘いこいの家
ロバ君倶楽部 千代ケ丘6-3-22 千代ヶ丘いこいの家

子育てサロン「いないいないばあ」 向原1-6-5 向原会館
ファンキーキッズ・マム 細山1209 川崎授産学園
ｍａｍａ　ｙｏｇａ　ｗｉｔｈ　ｂａｂｙ 細山4-21-3 細山会館
子育てサロン「いち・に・さんぽ」 細山4-21-3 細山会館
ちよきっずクラス 千代ケ丘1-20-60 千代ヶ丘こども文化センター

地域の寺子屋（西生田小学校） 細山2-2-1 西生田小学校

診療所・クリニック【15】

地域活動（健康づくり・介護予防・認知症カフェ等）【12】

地域活動（子育てサロン・子育て自主グループ等）【5】

地域活動（その他）【1】

施設（その他）【10】

地域資源情報　麻生東第２地区



■地域資源

長沢小学校 東百合丘2-24-7 【開放施設】校庭・体育館・図書室・家庭科室・音楽室
百合丘小学校 百合丘2-1-2 【開放施設】校庭・体育館・特別活動室
長沢中学校 東百合丘4-12-1 【開放施設】校庭・体育館・図書室・和室・調理室
田園調布学園大学 東百合丘3-4-1

保育室みによん 東百合丘3-12-3 百合丘ルミナス保育園 百合丘1-19-2星ﾋﾞﾙ3階

東百合丘保育園 東百合丘4‐21‐9 ポピンズナーサリースクール百合ヶ丘 百合丘1-24-9
天才キッズクラブ楽学館百合ヶ丘園 百合丘1-16-16 保育園さっちゃんち 百合丘1-3-11

保育園キディ百合丘・川崎
百合丘1-16ｻﾝﾗﾌﾚ百合丘7-
201

天才キッズクラブ陽だまりの家百合ヶ
丘園

百合丘1-4-13

至誠館ゆりがおか保育園 百合丘1-18-3

百合丘さくら幼稚園 東百合丘4-1-46 東百合丘こども文化センター 東百合丘3-1-10

百合丘めぐみ幼稚園 百合丘1-12 百合丘こども文化センター 百合丘1-11-2

ルミエール幼稚園（認定こども園） 百合丘2-13-1

地域子育て支援センターゆりの音(ね) 百合丘1-18-3 百合丘地域包括支援センター
東百合丘3-17-4るーむら麻生
2F

特別養護老人ホーム　レジデンシャル
百合ヶ丘

東百合丘1-12-35 グループホーム百合丘 百合丘3-27-2

グループホーム　ひかり　川崎麻生 東百合丘1-14-8

地域相談支援センターひまわり 百合丘1-20-7白井ﾋﾞﾙ2階 百合丘いこいの家 百合丘2-8-2

日だまり工房
百合丘1-16-14 ｸﾚｽﾄ百合丘
4F

いなげや新ゆりヨネッティー王禅寺前
店

東百合丘3-5-5

映像工房ペリ 百合丘1-18-15百合ｻﾛﾝ ゆりストア百合丘本店 百合丘1-1
ひびき工房 百合丘1-5-5百合丘ﾊｲﾑ 三和百合ヶ丘店 百合丘2-3-1  
百合丘日中活動センター 百合丘2-8-2

東百合丘１丁目公園 東百合丘1丁目7 餅井坂公園 東百合丘4丁目48-30

東百合丘１丁目こども公園 東百合丘1丁目7052-6 餅坂第２公園 東百合丘4丁目9-4

塔ノ越南公園 東百合丘2丁目14-5 百合丘第３公園 百合丘1丁目11-2

東百合丘２丁目こども公園 東百合丘2丁目18-29 百合丘第１緑地 百合丘1丁目14-2

餅坂第６公園 東百合丘2丁目40-2 百合丘１丁目公園 百合丘1丁目17-4

塔ノ越西公園 東百合丘2丁目9-16 百合丘第２緑地 百合丘1丁目5-6

王禅寺源左ェ門谷公園 東百合丘3丁目1-1 百合丘第７公園 百合丘1丁目8-17

西長沢第２公園 東百合丘3丁目19-26 弘法松公園（旧　百合丘第１公園） 百合丘2丁目10

東百合丘３丁目公園 東百合丘3丁目23 百合丘第４公園 百合丘2丁目4

東百合丘３丁目こども公園 東百合丘3丁目26 百合丘２丁目公園 百合丘2丁目5-2

塔ノ越公園 東百合丘4丁目1-45 百合丘第２公園 百合丘3丁目1-1

餅坂第４公園 東百合丘4丁目23-9 百合丘第５公園 百合丘3丁目11-8

東百合丘４丁目緑地 東百合丘4丁目32-1 百合丘３丁目ふれあい公園 百合丘3丁目12-2

餅坂第３公園 東百合丘4丁目33-17 百合丘３丁目公園 百合丘3丁目21-2

百合丘第６公園 東百合丘4丁目35-5 百合丘３丁目けやき公園 百合丘3丁目22-2

餅坂第５公園 東百合丘4丁目42-3

障がい者関連施設【4】 スーパーマーケット【3】

公園【31】

地域子育て支援センター【1】 地域包括支援センター【1】

高齢者入所施設【3】

障がい者相談センター【1】 老人いこいの家【1】

地域資源情報　麻生東第３地区

小学校【3】　中学校【1】　高等学校【1】　特別支援学校【0】　大学【1】

保育所【9】

幼稚園【3】 子ども文化センター【2】



みねき内科クリニック 東百合丘2-29-10 内･消･循
まいまい歯科医院 東百合丘3-12-3ｸﾞﾚｲｽﾋﾞｭｰ1F 歯・小歯･口
浜地歯科医院 東百合丘4-1-7 歯・小歯
東ゆり歯科クリニック 東百合丘4-42-8 歯・小歯
百合丘外科産婦人科 百合丘1-14-6 外･産･内･消ほか

百合ヶ丘診療所
百合丘1-16-12ｻﾝﾗﾌﾚ百合ヶ丘
8-101

内･小・皮

神奈川歯科医院 百合丘1-16-17 歯
百合ヶ丘水野クリニック 百合丘1-16-22 内・消・外
吉松クリニック 百合丘1-16-2-301 内･消・外・リハ
中村歯科 百合丘1-16-6 歯･矯･小歯･口
アイズデンタルオフィス 百合丘1-18-17 歯・矯・口

百合丘メンタルクリニック
百合丘1‐18‐17ﾌｧｲﾝ百合ヶ丘2
号

心・精

ふるたクリニック 百合丘1-19-2司生堂ﾋﾞﾙ1F 内・外・小
百合ヶ丘駅前歯科医院 百合丘1-19-5C'sﾋﾞﾙ4F 歯･矯・小歯
百合丘歯科医院 百合丘1-20-7白井ﾋﾞﾙ1F 歯
内田医院 百合丘1-2-1 内･外・整・皮ほか
耳鼻咽喉科よしだクリニック 百合丘1-2-1-201 耳
光永医院 百合丘1-2-2 産・皮
つつみ歯科医院百合丘診療所 百合丘1-2-3 歯･矯
阿部歯科医院 百合丘1-23-4-207 歯･小歯･口
百合ヶ丘加納歯科 百合丘1-2-7 2F 歯
ひろわたり眼科 百合丘1-5-1ﾎﾞﾀｰﾙ百合丘101 眼
しもやまこどもクリニック 百合丘1-5-4米山ﾋﾞﾙ1F 小・内･放射線
横山歯科医院 百合丘1-6-20 歯
あさひファミリークリニック 百合丘2-16-6 内･循・小
志岐歯科医院 百合丘2-3-6佐藤ﾋﾞﾙ201 歯
いしだクリニック 百合丘2-7-1 脳･内・整・リハ・循・神
クリーンケアDental 百合丘3-24-16 歯・小歯
山鹿歯科医院 百合丘3-27-1荒川ﾋﾞﾙ2F 歯･小歯･口
林整形外科 百合丘1-5-9 整・リハ・皮

百合丘パブテスト教会 東百合丘2-18-23 星ビル 百合丘1-19-2

百合丘キリスト教会 百合丘1-12
プラザ・フローラル・カルチャーセン
ター

百合丘1-19-7ﾌﾟﾗｻﾞ･ﾌﾛｰﾗﾙ･ﾋﾞﾙ
3F

主都福音キリスト教会 百合丘1-18-8
ミュージックシティ百合丘（京浜楽器百
合丘店）

百合丘1-19-8

カトリック百合丘教会 百合丘2-11-8 川崎市北部リハビリテーションセンター 百合丘2-8-2

麻生キリスト教会 百合丘2-9-1

カフェマルシェ 東百合丘1-12-35 レジデンシャル百合ヶ丘
青空マルシェコロバ 東百合丘1-12-35 レジデンシャル百合ヶ丘
ひかりカフェ 東百合丘1-14-8 グループホームひかり
ワイワイかふぇ 東百合丘3-2-7 生活リハビリクラブ麻生２Ｆ会議室
ワイワイごはん 東百合丘3-2-7 生活リハビリクラブ麻生２Ｆ会議室
カフェひなたぼっこ 東百合丘3-2-7 生活リハビリクラブ麻生
東百合丘コロバネーゼの会 東百合丘3-2-7 生活リハビリクラブ麻生
土曜の会コロバネーゼの会 東百合丘3-2-7 田園調布学園大学５号館
東百合丘　ながら会 東百合丘4-12-1 長沢中学校
ふらっと憩うよ 東百合丘4-36-6 百合丘自治会ホール
みどり夢クラブ 百合丘1-11-2 東百合丘町会会館
高石コロバネーゼの会 百合丘1-14-12 パークハイツ百合丘集会室
ながら会　百合丘 百合丘2-1-2 百合丘小学校
百合丘ふれあいサロン 百合丘2-8-2 百合丘いこいの家
あやとりの会 百合丘2-8-2 百合丘いこいの家
ミニデイ　ゆり 百合丘2-8-2 百合丘いこいの家
百合丘コロバネーゼの会 百合丘2-8-2 百合丘いこいの家
くるみの会 百合丘2-8-2 百合丘いこいの家
いこい元気広場（百合丘いこいの家） 百合丘2-8-2 百合丘いこいの家
カフェ百合ヶ丘 百合丘3-27-2 グループホーム百合ヶ丘

育児サークルひよこ会　 百合丘1-11-2 百合丘周辺の公園ほか
子育てサロン「ゆうゆう」 百合丘1-16 サンラフレ集会所

百合丘　子ども食堂 百合丘1-16-36 漁魚の海
百合ヶ丘第2　子ども食堂 百合丘1-19-13 百合丘ルミナス保育園

地域の寺子屋（百合丘小学校） 百合丘2-1-2 百合丘小学校

地域活動（子育てサロン・子育て自主グループ等）【2】

地域活動（その他）【3】

施設（その他）【9】

地域資源情報　麻生東第３地区

診療所・クリニック【30】

地域活動（健康づくり・介護予防・認知症カフェ等）【20】



■地域資源

南百合丘小学校 王禅寺西1-26-1 【開放施設】校庭・体育館・図書室
王禅寺中央小学校 王禅寺東4-14-1 【開放施設】校庭・体育館
東柿生小学校 王禅寺東6-3-1 【開放施設】校庭・体育館・多目的ルーム・図書室
虹ヶ丘小学校 虹ケ丘1-21-2 【開放施設】校庭・体育館・図書室
真福寺小学校 白山5-3-1 【開放施設】校庭・体育館・図書室・家庭科室
王禅寺中央中学校 王禅寺東4-14-2 【開放施設】体育館・武道室・視聴覚室・和室
県立麻生養護学校 王禅寺303-1 【開放施設】体育館・音楽室
日本映画大学白山キャンパス 白山2-1-1

王禅寺しらゆり保育園 王禅寺東5-3-53 白山保育園 白山4-2-1
虹ヶ丘保育園 虹ケ丘2-2-20

王禅寺こども文化センター 王禅寺東5-32-15

虹ヶ丘こども文化センター 虹ケ丘1-22-1

白山こども文化センター 白山4-2-2

地域子育て支援センターみなみゆりが
おか

王禅寺西1-26-2 百合丘地域包括支援センター 東百合丘3-17-4るーむら麻生2F

はくさん児童家庭支援センター 白山1-1-5 地域包括支援センター虹の里 王禅寺963-26

特別養護老人ホーム　潮見台みどりの
丘

王禅寺1241-38
特別養護老人ホーム　ルピナス王禅
寺

王禅寺東3-2-36

特別養護老人ホーム　虹の里 王禅寺963-26 サリューブルあさお 王禅寺東5-48-16

ニチイホーム 王禅寺 王禅寺西7-19-3
地域密着型特別養護老人ホーム
ヴィラージュ虹ヶ丘

虹ケ丘1-22-1-2

ヒューマンライフケア王禅寺グループ
ホーム

王禅寺東3-1-24 特別養護老人ホーム　ラスール麻生 白山1-1-1

ＳＯＭＰＯケア   ラヴィーレ王禅寺 王禅寺東3-2-20

王禅寺いこいの家 王禅寺東5-32-15
白山いこいの家 白山4-2-2

ゆりストア王禅寺店 王禅寺東3-26-3

西友新ゆりグリーンタウン店 白山4-1-3

王禅寺くぬぎ緑地 王禅寺1241-92 王禅寺北第４公園 王禅寺東2丁目9-4
王禅寺ふるさと公園
（旧　川崎市制６０周年記念総合公園）

王禅寺528-1 王禅寺中第２公園 王禅寺東3丁目12-1

王禅寺日吉谷緑地 王禅寺860-1ほか 王禅寺中公園 王禅寺東3丁目26-1
王禅寺源左衛門谷特別緑地保全地区 王禅寺字源左衛門谷1201-1ほか 王禅寺中第３公園 王禅寺東3丁目29-1
王禅寺四ッ田緑地 王禅寺字四ｯ田1028-2ほか 王禅寺日吉谷公園 王禅寺東3丁目3-17
王禅寺志村谷ポケットパーク 王禅寺字志村谷353-1 王禅寺こども公園 王禅寺東3丁目3-4
王禅寺日吉の辻緑地 王禅寺字日吉谷909-1ほか 王禅寺なかよし公園 王禅寺東3丁目39-1
王禅寺見晴し公園 王禅寺西2丁目6-9 王禅寺大田谷公園 王禅寺東3丁目4-1
王禅寺北第３公園 王禅寺西3丁目18-11 王禅寺大谷緑地 王禅寺東3丁目51-1
王禅寺公園 王禅寺西3丁目28-1 王禅寺けやき公園 王禅寺東3丁目7-7
王禅寺北第５公園 王禅寺西4丁目11-1 王禅寺東緑地 王禅寺東3丁目833-22ほか
王禅寺北第６公園 王禅寺西4丁目5-1 王禅寺中第４公園 王禅寺東4丁目12-1
王禅寺西公園 王禅寺西5丁目21-3 王禅寺どんぐり山緑地 王禅寺東4丁目32-1
王禅寺西５丁目公園 王禅寺西5丁目2-9 王禅寺大谷公園 王禅寺東4丁目32-34
王禅寺北第７公園 王禅寺西5丁目25-9 島田生長の森緑地 王禅寺東4丁目8-1
王禅寺西第１公園 王禅寺西6丁目14-14 王禅寺さくら公園 王禅寺東5丁目17-7
王禅寺西緑地 王禅寺西6丁目2202-1ほか 王禅寺すぎのき緑地 王禅寺東5丁目37-20
王禅寺しいのきポケットパーク 王禅寺西7丁目6-31 化粧面谷公園 王禅寺東5丁目42-1
王禅寺西７丁目公園 王禅寺西7丁目6-18 王禅寺通公園 王禅寺東5丁目44-17
王禅寺日光公園 王禅寺西7丁目14-31 王禅寺入口公園 王禅寺東5丁目52-3
美山台東公園 王禅寺西7丁目3-8 下麻生けやき公園 王禅寺東5丁目8-1
王禅寺西第２公園 王禅寺西7丁目8-25 王禅寺下耕地公園 王禅寺東6丁目14-14
王禅寺源内谷東公園 王禅寺西8丁目15-1 虹ヶ丘公園 虹ケ丘1丁目21-1
王禅寺源内谷公園 王禅寺西8丁目2-1 虹ヶ丘北公園（旧　虹ヶ丘東公園） 虹ケ丘1丁目2-17
王禅寺源内谷中公園 王禅寺西8丁目22 虹ヶ丘南公園（旧　虹ヶ丘西公園） 虹ケ丘3丁目2-7
王禅寺源内谷緑地 王禅寺西8丁目3-12 白山北緑地 白山1丁目1-2ほか
王禅寺源内谷南公園 王禅寺西8丁目3-9 白山東緑地 白山1丁目1557-11ほか
王禅寺北第１公園 王禅寺東1丁目12-1 白山西緑地 白山2丁目4-1ほか
王禅寺瓦谷公園 王禅寺東2丁目1406-13 むじなが池公園 白山4丁目6
王禅寺北第２公園 王禅寺東2丁目14-1 白山公園 白山5丁目2
日吉公園 王禅寺東2丁目17-1 白山南緑地 白山5丁目2-1
王禅寺中第１公園 王禅寺東2丁目31-1 真福寺谷緑地 王禅寺西7-1674-166ほか

小学校【5】　中学校【1】　高等学校【0】　特別支援学校【1】　大学【1】

保育所【3】

幼稚園【0】 子ども文化センター【3】

子育て関連施設【2】 地域包括支援センター【2】

高齢者入所施設【9】

障がい者相談センター【0】 老人いこいの家【2】

障がい者関連施設【0】 スーパーマーケット【2】

公園【64】

地域資源情報　柿生第１地区



たま日吉台病院 王禅寺1105 内・精・整・皮・外ほか
川崎みどりの病院 王禅寺1142 内・リハ
米田胃腸科外科医院 王禅寺西1-24-1 消･外
脇谷歯科医院 王禅寺西1-44-1 歯・小歯
グリーン歯科室 王禅寺西3-27-15 歯
王禅寺公園クリック 王禅寺西3-27-7 内・神・眼・糖尿病内科
いれい歯科 王禅寺西3-32-18 歯
高田歯科医院 王禅寺西3-3-27 歯・小歯･口
村松歯科 王禅寺西3-40-16 歯
町田歯科医院 王禅寺西4-13-8 歯
新ゆり内科 王禅寺西4-3-8 内・歯・小歯・感染症内科

ごみぶちクリニック
王禅寺西5-1-30ﾌｫﾚｽﾀｰ新百合ヶ
丘1階B

内･外･リハほか

的場歯科医院 王禅寺西7-27-26 歯

藤木内科医院 王禅寺東1-9-3 内

岡崎医院 王禅寺東2-13-1 内･外・胃･小・皮
あおば歯科医院 王禅寺東3-26-4 B-3 1F 歯
北村クリニック 王禅寺東3-26-6王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ1F 内･消･外･こう門
王禅寺整形外科 王禅寺東3-26-6王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ2F 整・リハ・内・リウ
かねこ眼科クリニック 王禅寺東3-26-6王禅寺ﾒﾃﾞｨｶﾙ3F 眼
いしわた歯科医院 王禅寺東3-52-1 歯･矯・小歯
はなみずき歯科 王禅寺西4-6-8
葛西皮膚科医院 王禅寺東4-13-5 皮
ミオ医院 王禅寺東5-1-5 内･整･リハほか
ゆうクリニック 王禅寺東5-2-9 内･呼・消･循ほか
あさお･百合クリニック 虹ケ丘1-10-1 内
虹ヶ丘クリック 虹ケ丘3-2-1 内・泌尿器
鶴田歯科医院 白山4-1-1 歯
玉川内科クリニック 白山4-1-1-119 内･消･循

眞宗寺 王禅寺1241 新百合ヶ丘コミュニティセンター 王禅寺東3-26 7
王禅寺エコ暮らし環境館 王禅寺1285 しまりすミュージックホール 王禅寺東3-38-24
ヨネッティー王禅寺
（川崎市王禅寺余熱利用市民施設）

王禅寺1321 琴平神社 王禅寺東5-46-15

王禅寺町内会館 王禅寺332 コスモコミュニティー（多目的）ホール 王禅寺東6-14-5
星宿山王禅寺 王禅寺940 虹ヶ丘コミュニティルーム 虹ケ丘1-21-2
日生百合ヶ丘団地会館 王禅寺西3-3 19 ヴィラージュ虹ヶ丘 虹ケ丘1-22-1-2

勧交会館 王禅寺西4-1 2
白山中学校跡地（グラウンド及び体育
館）

白山1-1-1

柿生新橋町会会館 王禅寺西7-22 13 白山神社 白山4-3-1
真福寺町内会館 王禅寺西8-17 6

ももとせの会 王禅寺西4-1-2 百合ヶ丘勧交会館
「王禅寺中公園」健康ウォーク 王禅寺東3-22-16 王禅寺中公園
ふれあいいきいきサロン 王禅寺東3-26-7 新百合ヶ丘コミュニティーセンター
王禅寺コロバネーゼの会 王禅寺東5-32-15 王禅寺いこいの家

男声コーラスグループ　コーロ・ダンケ 王禅寺東5-32-15 王禅寺いこいの家

ふれあい喫茶　金曜日 王禅寺東5-32-15 王禅寺いこいの家
いこい元気広場（王禅寺いこいの家） 王禅寺東5-32-15 王禅寺いこいの家
ながら会　王禅寺 王禅寺東5-32-15 王禅寺いこいの家
ながら会　白山 白山4-2-2 白山いこいの家
白山おしゃべり会 白山4-2-2 白山いこいの家
白山コロバネーゼ 白山4-2-2 白山いこいの家
男声コーラスグループ　コーロ・ダンケ 白山4-2-2 白山いこいの家ほか
若年認知症カフェ 白山1-1-1 特別養護老人ホームラスール麻生
いこい元気広場（白山いこいの家） 白山4-2-2 白山いこいの家
アカシア茶話会 白山5-1 新ゆりグリーンタウンアカシア街区第３集会場
「虹ヶ丘公園」健康ウォーク 虹ケ丘1-21-1 虹ヶ丘公園
いきいき教室 虹ケ丘1-21-2 虹ヶ丘コミュニティルーム
虹ヶ丘コロバネーゼの会 虹ケ丘1-21-2 虹ヶ丘コミュニティルーム
虹ヶ丘認知症カフェ 虹ケ丘1-22-1-2 ヴィラージュ虹ヶ丘
虹ヶ丘１丁目コロバネーゼの会 虹ケ丘1-22-1-2 ヴィラージュ虹ヶ丘
介護者のつどい 虹ケ丘1-22-1-2 ヴィラージュ虹ヶ丘
団地カフェ虹 虹ケ丘2-2 虹ヶ丘2丁目集会所
虹ヶ丘ティータイム 虹ケ丘2-2 虹ヶ丘2丁目集会所
ふれあいカフェ虹 虹ケ丘1-22-1-2 ヴィラージュ虹ヶ丘

がきんこクラブ 王禅寺東5-32-15 王禅寺こども文化センター
麻生親子体操 白山1-1-1 白山中学校跡地体育館ほか

子育てサロン「ABC」 白山4-2-2 白山こども文化センター

施設（その他）【17】

病院・診療所・クリニック【28】

地域資源情報　柿生第1地区

地域活動（健康づくり・介護予防・認知症カフェ等）【24】

地域活動（子育てサロン・子育て自主グループ等）【3】



見守りの会第５ 王禅寺東 新百合ヶ丘第５自治会 支え合い活動
ポプラ・ささえあい 白山4-1 新ゆりグリーンタウンポプラ街区 支え合い活動
地域の寺子屋事業（真福寺小学校） 白山5-3-1 真福寺小学校
地域の寺子屋（王禅寺中央小学校） 王禅寺東4-14-1 王禅寺中央小学校

地域の寺子屋（王禅寺中央中学校） 王禅寺東4-14-2 王禅寺中央中学校

地域活動（その他）【5】

地域資源情報　柿生第１地区



■地域資源

岡上小学校 岡上675-1 【開放施設】校庭・体育館・特別教室（岡上工房）
麻生小学校 上麻生3-24-1 【開放施設】校庭・体育館・プレイルーム
麻生中学校 上麻生4-39-1 【開放施設】校庭・体育館・格技室
柿生中学校 上麻生6-40-1 【開放施設】なし
昭和音楽大学南校舎 上麻生1-11-1

すぎのこ保育園 岡上1-15-6 よつばKid's 上麻生4-10-5
天才キッズクラブ楽学館上麻生園 上麻生1-10-6 山口台あおば保育園 上麻生4-49
リトルピエノ保育園上麻生room 上麻生1-10-6-103 かくれんぼ保育園 上麻生5-45
新百合ヶ丘駅前保育園太陽の子 上麻生1‐15‐9 柿生保育園 上麻生5-23-1

天才キッズクラブ楽学館保育園 上麻生1-3-9 新百合丘KIﾋﾞﾙ2階 アスク柿生保育園 上麻生5-40-4ﾊﾟｰﾑｽｸｳｪｱ2･3F

天才キッズクラブ新百合ヶ丘駅園 上麻生1-3-9新百合丘KIﾋﾞﾙ3･4階 上麻生保育園 上麻生7-2-35

クレアナーサリー新百合ヶ丘 上麻生3-1-2 はじめの一歩保育園 上麻生7-41-5
あさのみ保育園 上麻生3-22-14 柿生かきっこ保育園 上麻生5-23-14
つくしんぼ保育園 上麻生3-3-11 リトルピエノ保育園新百合ヶ丘room 上麻生1-19-17

川崎青葉幼稚園（認定こども園） 上麻生4-2-2 岡上こども文化センター 岡上277
柿の実幼稚園 上麻生7-41-1 麻生こども文化センター 上麻生4-32-2

柿生こども文化センター 上麻生7-18-32

地域子育て支援センターおかがみ 岡上3-13-1 新百合地域包括支援センター 上麻生3-14-20

地域子育て支援センターかるがも 上麻生3-22-14 柿生アルナ園地域包括支援センター 上麻生5-19-10

地域子育て支援センターかきお 上麻生7-18-32

ニチイホーム 柿生 下麻生2-3-12 ディーフェスタ 麻生 上麻生7-11-5
みのりの家麻生 下麻生3-41-20 ココファン柿生 上麻生7-2-32
特別養護老人ホーム　柿生アルナ園 上麻生5-19-10 かわさき柿生グループホームそよ風 上麻生7-40-4
総生会ロイヤルホーム 上麻生6-28-1

岡上いこいの家 岡上3-13-1
麻生いこいの家 上麻生4-32-2

アルデンテ 下麻生1-31-3 新百合ヶ丘オーパ 上麻生1-1-1

があでん・ららら 下麻生3-32-5 イオンスタイル新百合ヶ丘店 上麻生1-19
ゆりの木 上麻生1-7-11 ｸﾗｳﾝﾋﾞﾙ301 OdakyuOX新百合ヶ丘店 上麻生1-4-1
しんゆり 上麻生3-22-12 イトーヨーカドー新百合ヶ丘店 上麻生1-4-1

働くしあわせ 上麻生5-10-11 新百合ヶ丘エルミロード 上麻生1-4-1

２にん３きゃく 早野37-5 業務スーパー上麻生店 上麻生28

ユーコープ上麻生店 上麻生4-15-1

そうてつローゼン柿生店 上麻生5-39-12

マルエツ柿生店 上麻生5-41-1

イオンスタイル上麻生 上麻生4-3-1
ビオセボン新百合ヶ丘 上麻生1-19イオン新百合ヶ丘店2Ｆ

岡上梨子ノ木緑地 岡上1286-1ほか 上麻生北第３公園 上麻生2丁目28-1
岡上杉山下緑地 岡上1355-1ほか 上麻生北第４公園 上麻生2丁目29-6
岡上開戸公園 岡上144-6 上麻生３丁目公園 上麻生3丁目16
岡上公園 岡上1532-6 上麻生山口公園 上麻生3丁目2-3
岡上小緑地 岡上410-6 上麻生隠れ谷公園 上麻生3丁目23-4
岡上けやき公園 岡上410-7 山口白山公園 上麻生3丁目5-1
岡上川井田公園 岡上521-29 真福寺公園 上麻生4丁目13-7
岡上第２公園 岡上71-8 上麻生4丁目見晴し緑地 上麻生4丁目1530-3ほか
岡上栗畑公園 岡上793-6 鶴亀松公園 上麻生4丁目2-1
岡上丸山緑地 岡上字丸山687-1ほか 茶臼山緑地 上麻生4丁目21-12
岡上自正寺特別緑地保全地区 岡上字自正寺613ほか 山口台公園 上麻生4丁目32-1
岡上東光院緑の保全地域 岡上字宝殿217-1ほか 上麻生５丁目大ヶ谷戸緑地 上麻生5-1087-414
月読緑地 下麻生1丁目19-1 美山台日向公園 上麻生5-1101-3
下麻生まつのき緑地 下麻生2丁目15-1 上麻生５丁目公園 上麻生5丁目1347-6
下麻生なかよし公園 下麻生2丁目22-2 美山台公園 上麻生5丁目17-1
籠口ノ池公園 下麻生2丁目23-1 美山台中公園 上麻生5丁目33-6
下麻生日枝公園 下麻生2丁目35-7 上麻生仲村東緑地 上麻生6-392-1ほか

下麻生花島公園 下麻生2丁目7-15
おっ越し山緑地
（おっ越し山ふれあいの森）

上麻生6丁目41-1

下麻生ねむの木公園 下麻生3丁目29-19 上麻生仲村公園 上麻生7丁目13
下麻生おどりば公園 下麻生3丁目29-7 上麻生亀井公園 上麻生7丁目23
恩廻公園 下麻生3丁目4-1 上麻生７丁目さくら公園 上麻生7丁目274-1
下麻生緑道 下麻生3丁目46-1 柿生の里特別緑地 上麻生7丁目331-4ほか
こやのさ緑道 上麻生1丁目100-12 上麻生南公園 上麻生7丁目8-3
新ゆりアートパークス 上麻生1丁目11-9 上麻生第六天緑地 上麻生7丁目8-4
上麻生北第１公園 上麻生1丁目14-4 早野聖地公園 早野732
上麻生北第２公園 上麻生1丁目15-10 早野五郎池特別緑地保全地区 早野字梅ｹ谷967-1ほか
南百合丘公園 上麻生2丁目11-16 早野梅ヶ谷緑地 早野字梅ｹ谷975-2ほか
上麻生公園 上麻生2丁目11-26

公園【56】

地域資源情報　柿生第２地区

小学校【2】　中学校【2】　高等学校【0】　特別支援学校【0】　大学【1】

保育所【16】

幼稚園【2】 子ども文化センター【3】

子育て関連施設【3】 地域包括支援センター【2】

高齢者入所施設【7】

障がい者相談センター【0】 老人いこいの家【2】

障がい者関連施設【6】 スーパーマーケット【11】



麻生リハビリ総合病院 上麻生6-23-50
麻生総合病院 上麻生6-25-1
柿生記念病院 上麻生6-28-20
小児科後藤医院 岡上100 内･小
かさい歯科医院 下麻生3-19-22ｴﾄﾜｰﾙ柿生2F 歯･矯・小歯･口
かきお整形外科 下麻生3-21-5麻生ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ2F 整・リハ

下麻生デンタルクリニック 下麻生3-21-5麻生ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ301号 歯･矯・小歯･口

フェリーチェデンタルクリニック 上麻生1-1-1新百合ヶ丘OPA2F 歯･矯・小歯･口
C＆Cデンタルオフィス 上麻生1-19 歯･矯・小歯・口
アコルデ歯科医院 上麻生1-20-1ｱｺﾙﾃﾞ504号 歯･矯・小歯
新百合ヶ丘ステーションクリニック 上麻生1-20-1ｱｺﾙﾃﾞ5F･6F 内･外・整・皮ほか
柿生眼科 上麻生1-20-1ｱｺﾙﾃﾞ5F503 眼
壱番館歯科クリニック 上麻生1-3-2 歯･矯・小歯・口
新百合ヶ丘なかむらクリニック 上麻生1-3-2TNﾋﾞﾙ5F 心・精・神
こにし・もりざね眼科 上麻生1-3-2壱番館ﾋﾞﾙ7F 眼
新ゆり眼科 上麻生1-3-4WAKAﾋﾞﾙ5F 眼
新ゆり大塚レディースクリニック 上麻生1-3-4WAKAﾋﾞﾙ6F 産･婦人科
新ゆり整形外科 上麻生1-3-5 整・リハ・リウ
新百合ヶ丘南歯科 上麻生1-3-5ﾄﾞﾚｲｸ202 歯・矯･口
新ゆり武内クリニック 上麻生1-3-5ﾄﾞﾚｲｸﾋﾞﾙ5F 内･泌尿器
厚誠会歯科新百合ヶ丘 上麻生1-4-1ｴﾙﾐﾛｰﾄﾞ6F 歯
野村眼科 上麻生1-4-1ｴﾙﾐﾛｰﾄﾞ6F608 眼
新百合ヶ丘石田クリニック 上麻生1-5-2新百合ヶ丘ﾋﾞﾙ4F 内・呼・アレ
しんゆり皮フ科クリニック 上麻生1-5-2新百合ヶ丘ﾋﾞﾙ4F 皮・アレ・美皮・小皮
新百合ヶ丘アイクリニック 上麻生1-5-2新百合ヶ丘ﾋﾞﾙB1-A 眼
しんゆり矯正歯科 上麻生1-6-3ﾏｰｹｯﾄﾌﾟﾚｲｽ27 矯
新百合ヶ丘こころのクリニック 上麻生1-6-3ﾏﾌﾟﾚ2F4号 心・精
小林内科医院 上麻生1-9-10 内･小
クロキ形成外科クリニック 上麻生1-9-10 外･形・皮

かじもと耳鼻咽喉科 上麻生1-9-10 新百合ヶ丘ｸﾞﾘｰﾝｾﾝﾀｰ 耳

矯正歯科タナカクリニック
上麻生1-9-10新百合丘ｸﾘﾆｯｸｾﾝﾀｰ
2F

矯

LIFE STYLE ORAL HEALTH WHITE
FAMILY

上麻生1-15-12新百合ヶ丘和田文ビ
ル102号室

歯・矯・小歯・口

あさお診療所 上麻生2-1-10 内･小・整
上麻生内科 上麻生2-11-21 内･呼･消･循
中田歯科医院 上麻生2-12-4 歯
岡田歯科医院 上麻生2-16-7 歯･小歯･口
鈴木歯科医院 上麻生2-18-9 歯･矯・小歯･口

斎藤内科医院
上麻生3-13-1ﾍﾞﾙｸﾚｴ新百合ヶ丘912
号

内

秀・歯科口腔外科オフィス 上麻生4-10-1 歯・口
内田毅クリニック 上麻生4-15-1山口台ﾋﾞﾙ3F･4F 整・リハほか
王禅寺歯科クリニック 上麻生4-15-1山口台ﾋﾞﾙ4F 歯･矯・小歯･口
渡辺内科消化器科医院 上麻生4-34-5 内･消
山口台歯科医院 上麻生4-46-1 歯･矯・小歯･口
柿生すずき内科循環器内科 上麻生5-23-6 内・循
柿生内科クリニック 上麻生5-38-10 内･呼・リハ･リウ
鈴木耳鼻咽喉科医院 上麻生5-38-5 耳
柿生駅前眼科 上麻生5-38-7ｻｰﾌﾟﾗｽ柿生2F 眼
まり歯科クリニック 上麻生5-38-7東和ｻｰﾌﾟﾗｽ 歯
永瀬歯科医院 上麻生5-39-12KS柿生206号 歯・矯・小歯・口
かとう整形外科 上麻生5-39-15ﾊﾙｸﾞﾗﾝ柿生101 整・リハ
坂巻歯科医院 上麻生5-40-1柿生駅前鈴木ﾋﾞﾙ 歯･口
あさお井澤クリニック 上麻生5-40-1柿生駅前鈴木ﾋﾞﾙ202 心・精・神
ユミカ内科小児科ファミリークリニック 上麻生5-40-1鈴木ﾋﾞﾙ1F 内・呼・消・小ほか
かきお北口皮ふ科クリニック 上麻生5-40-4ﾊﾟｰﾑ･ｽｸｴｱ1F 皮・美皮・小皮
上條歯科医院 上麻生5-41-1ﾏﾙｴﾂ柿生店2F 歯･矯・小歯･口
麻生区オーク歯科クリニック 上麻生5-43-3小野店舗1階､2階 歯･矯・小歯･口
柿生駅前ファミリー歯科 上麻生5-43-5 歯･矯・小歯･口
芥川バースクリニック 上麻生5-47-1 産・婦人科
たくこどもクリニック 上麻生5-6-18泰平ﾋﾞﾙ柿生201 小
ともクリニック 上麻生5-6-8 内
かきお駅前さいとうクリニック 上麻生6-39-35 内・アレ・皮・呼吸器内
磯歯科医院 上麻生6-9-14 歯
みぞぶちクリニック 上麻生6-9-2ﾋﾟｱｼﾃｨ晃和1F 外･胃・内・リハほか
柿生めぐみ歯科 上麻生6-9-14 1階 歯・小歯・口
にもり内科クリニック 上麻生6-29-36 内・消
渡辺クリニック 上麻生7-22-11 内・整・透析･脳・泌尿器・リハ
おおたクリニック 上麻生6-31-1ドウェルイナリヤマ１F 内・消内・外
キウイファミリークリニック 下麻生3-23-28 内・小
アトピちあき皮膚科 下麻生2-40-1 皮・アレ・内・美皮

地域資源情報　柿生第２地区

病院【3】　診療所・クリニック【65】



岡上山東光院 岡上217 柿生アルナ園 上麻生5-19-10
麻生市民館岡上分館 岡上286-1 柿生駅前町内会会館 上麻生5-2 2
岡上公会堂 岡上676 3 スタジオさくら 上麻生5-6-18　泰平ビル１F

岡上神社 岡上809
あさおふれあいの丘（麻生水処理セン
ター）

上麻生6-15-1

明王山不動院 下麻生1-21-10 白根会館 上麻生6-16
日本キリスト教団まぶね教会 下麻生2-27-30 麻生区役所柿生分庁舎 上麻生6-29-18
下麻生自治会事務所
下麻生自治会踊場集会所

下麻生2-31 7 瀧澤山浄慶寺 上麻生6-34-1

恩廻公園調整池管理棟会議室 下麻生3-1-1 麻生山東林寺 上麻生6-37-6
麻生市民交流館やまゆり 上麻生1-11-5 月読神社 上麻生7-38-4
おけいこ工房 上麻生1-13-1 妙香山常安寺 上麻生7-42-1
麻生スポーツセンター 上麻生3-6-1 早野子ノ神社 早野65
ギャラリーSuGi 上麻生4-47-2 戒翁寺 早野777
山口台会館 上麻生4-9 5

岡上リハビリ教室　みどりの会 岡上277 岡上いこいの家
いこい元気広場（岡上いこいの家） 岡上277 岡上いこいの家
岡の上カフェ 岡上676-3 岡上公会堂
岡上第２公園体操 岡上80 岡上第２公園

若葉会 下麻生1-6 麻生台団地集会所

オレンジほっとカフェ 下麻生1-6-19 麻生台団地集会所
オレンジほっとカフェ 下麻生1-6-19 麻生台団地集会所Ａ号室
まぶね教会オープンカフェ 下麻生2-27 まぶね教会
下麻生ふれあいサロン 下麻生2-31-7 下麻生自治会館
「下麻生花島公園」健康ウォーク 下麻生2-6-9 下麻生花島公園
ゆりカフェ 上麻生2-1-10 あさお診療所
つくしサロン 上麻生3-15-20 介護老人保健施設つくしの里
「山口白山公園」健康ウォーク 上麻生3-5-1 山口白山公園
麻生コロバネーゼ（要予約） 上麻生4-32-2 麻生いこいの家
いこい元気広場（麻生いこいの家） 上麻生4-32-2 麻生いこいの家
美山台公園体操 上麻生5-17-1 美山台公園
太極拳 上麻生5-19-10 柿生アルナ園
歌声喫茶“柿っこ”・コグニサイズ 上麻生6-29-18 柿生分庁舎１階ホール
ステップワン・柿生 上麻生6-29-18 柿生分庁舎１階ホール
太極拳 上麻生6-29-18 柿生分庁舎１階ホール
柿生コロバネーゼ 上麻生6-29-18 柿生分庁舎１階ホール
柿生こども文化センター室内体操 上麻生7-18-32 柿生こども文化センター
おしゃべりサロン　ぽぽろ 上麻生周辺(個人宅) 岩本様個人宅
早野おしゃべり会 早野65 子の神社社務所

岡上子育て安心広場 岡上277 岡上こども文化センターほか
岡上母親クラブ 岡上277 岡上こども文化センター
子育てひろば「みどりのへや」 上麻生4-32-2 麻生こども文化センター
あさおオモチャとしょかん 上麻生6-29-18 柿生分庁舎
子育てサロン「ひよこ」 上麻生6-29-18 柿生分庁舎
くっぴーのへや 上麻生7-18-32 柿生こども文化センター
子育て相談サロン　ままカフェしんゆり 上麻生1-11-5 市民交流館やまゆりほか

岡上町内会「支え合い活動」 岡上 岡上地域
地域の寺子屋（岡上小学校） 岡上675-1 岡上小学校
地域の寺子屋（麻生小学校） 上麻生3-24-1 麻生小学校

地域活動（健康づくり・介護予防・認知症カフェ等）【24】

地域活動（子育てサロン・子育て自主グループ等）【7】

地域活動（その他）【5】

施設（その他）【25】
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■地域資源

はるひ野小学校 はるひ野4-8-1

栗木台小学校 栗木台5-15-1 【開放施設】校庭・体育館・多目的室
柿生小学校 片平3-3-1 【開放施設】校庭・体育館・特別活動室・音楽室
片平小学校 片平5-28-1 【開放施設】校庭・体育館・図工室
私立桐光学園小学校 栗木3-13-1
はるひ野中学校 はるひ野4-8-1 【開放施設】体育館
白鳥中学校 白鳥1-5-1 【開放施設】校庭・体育館・武道館
私立桐光学園中学校 栗木3-12-1
私立桐光学園高等学校 栗木3-12-1
県立麻生総合高等学校 片平1778 【開放施設】運動場・体育館
明治大学黒川農場 黒川2060-1
日本映画大学新百合ヶ丘キャンパス 万福寺1-16-30
昭和音楽大学北校舎 万福寺1-16-6

カスタッチこどもｃluｂ
はるひ野1‐15‐1ﾘｰﾃﾞﾝｽｽｸｴｱ
はるひ野1階

あかとんぼ保育園 白鳥1-1-1

はるひ野保育園 はるひ野2-7-1 ぶれすと白鳥ほいくえん 白鳥3-5-1
バディスポーツ幼児園はるひ野 はるひ野4-3-2 柿生ルミナス保育園 片平2-30-1
エデュケアルームベリーキッズ はるひ野4-4-6　1F どんぐり保育園 片平4-1-30
くろかわのぞみ保育園 はるひ野4-7-1 くりの実保育園 片平4-1-30
アイン栗平保育園 栗木台1-1-16 あい・あい保育園百合ヶ丘園 万福寺4-1-3

アスク新百合ヶ丘保育園 古沢197-6 小学館アカデミー新ゆり山手保育園
万福寺4-19ﾌﾟﾗｲﾑｱﾘｰﾅ新百合ヶ丘
1･2F

木下の保育園新百合ヶ丘 古沢43ｺｻﾞﾜﾋﾞﾙ2F 天才キッズクラブ楽学館万福寺園 万福寺4-9-1
五月台ルミナス保育園 五力田3-18-3 天才キッズクラブ楽学館古沢園 古沢8-1
きっずぷらす 五力田3-25-1 I kids star 新百合ヶ丘 万福寺1-1-2　5F
横浜悠久会白鳥保育園 白鳥1-17-2

風の谷幼稚園 片平1510 片平こども文化センター 片平5-25-1

地域子育て支援センタートライアング
ル・ハグ

はるひ野2-7-1 栗木台地域包括支援センター 栗平2-1-6小田急マルシェ1F

地域子育て支援センターかたひら 片平5-25-1 片平地域包括支援センター 白鳥1-9-20

ニチイケアセンターはるひ野 はるひ野1-3-16 リハビリホームグランダ新百合ヶ丘 古沢109-3

グループホーム　ソラスト川崎麻生 はるひ野3-2-5
グループホームカーサしんゆりフラン
シア

古沢189

メディカル・リハビリホームボンセジュー
ルはるひ野

はるひ野4-19-1 リアンレーヴ新百合ヶ丘 五力田1-9-1

リアンレーヴはるひ野 はるひ野4-19-3 ニチイケアセンター麻生黒川 黒川27-1
そんぽの家   はるひ野 はるひ野4-5-3 ＳＯＭＰＯケア   ラヴィーレ若葉台 黒川580-1
ニチイホーム はるひ野Ⅱ番館 はるひ野4-5-8 特別養護老人ホーム　金井原苑 片平1430
イリーゼ多摩はるひ野 はるひ野5-21-1 ベストライフ新百合ヶ丘 片平1-5-45
ニチイホーム はるひ野 はるひ野5-3-1 特別養護老人ホーム　片平長寿の里 片平1829
ニチイホーム 栗平 栗平1-11-1 オアシスらんど柿生 片平6-6-6
ベストライフ麻生Ⅱ 栗平1-12-12 花物語あさお 片平7-1-1
ニチイケアセンター栗平 栗平1-2-13 グッドタイムリビング新百合ヶ丘 万福寺1-11-32

ベストライフ麻生 栗平2-17-16
小田急のサービス付き高齢者向け住
宅   レオーダ新百合ヶ丘

万福寺1-15-10

グループホームつなぐ 栗木3-6-20 花物語しんゆりナーシング 万福寺2-20-1
特別養護老人ホーム　あさおの丘 栗木台1-12-1 ライフコミューン百合ヶ丘 万福寺4ｰ1ｰ1
ネクサスコート麻生栗木台 栗木台2-14ｰ7

地域相談支援センター柿生 五力田2-20-10 片平いこいの家 片平5-25-1

地域相談支援センターそれいゆ
万福寺1-1-1新百合ヶ丘ｼﾃｨ
ﾋﾞﾙ304

北部基幹相談支援センター 万福寺2-4-7才沢第2ﾋﾞﾙ102

Seeds 栗木2-2-1 スーパークリシマはるひ野店 はるひ野4-2-1

くりの丘 栗木台5-17-19 OdakyuOX栗平店 栗平2-3-5
柿生学園 五力田2-20-10 ビッグ・エー新百合ヶ丘店 古沢177

はみんぐば～ど 万福寺2-10-3　JCハイム102 フジ五月台店 五力田2-4-2

さくらスタジオ 片平2-29-1 B1
ファーマーズマーケットセレサモス麻
生店

黒川172

しらかし園 片平5-24-1 業務スーパー黒川店 黒川89

OdakyuOX万福寺店 万福寺3-1-2

【開放施設】多目的ホール大ホール・小ホール・ミーティングルーム

スーパーマーケット【7】
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小学校【5】　中学校【2】　高等学校【2】　特別支援学校【1】　大学【3】

保育所【21】

幼稚園【1】 子ども文化センター【1】

子育て関連施設【2】 地域包括支援センター【2】

高齢者入所施設【29】

障がい者相談センター【3】 老人いこいの家【1】

障がい者関連施設【6】



宮添みのり公園 はるひ野1丁目8-22 西黒川緑地 黒川字西谷1678-7ほか
黒川のぞみ公園 はるひ野1丁目15-3 南黒川第２公園 南黒川3-1
はるひ野１丁目ポケットパーク はるひ野1丁目8 南黒川第１公園 南黒川5-1
柳町いろどり公園 はるひ野2丁目12-1 南黒川緑地 南黒川9-3
はるひ野ポケットパーク はるひ野2丁目33-3 白鳥１丁目公園 白鳥1丁目1
海道ひだまり公園 はるひ野2丁目37 白鳥東公園 白鳥1丁目11
黒川学舎緑地 はるひ野2丁目4-2 白鳥吾妻公園 白鳥1丁目2-39
黒川池谷戸緑地 はるひ野3丁目5-2 白鳥１丁目あおぞら公園 白鳥1丁目9-13
丸山こもれび公園 はるひ野4丁目14-1 白鳥公園 白鳥2丁目10-2
黒川大谷戸緑地 はるひ野4丁目20-3 白鳥２丁目公園 白鳥2丁目2
はるひ野ことり公園 はるひ野5丁目11-1 白鳥けやきポケットパーク 白鳥3-3-41
はるひ野５丁目公園 はるひ野5丁目14 白鳥３丁目ポケットパーク 白鳥3丁目3-52
黒川よこみね緑地 はるひ野5丁目15 白鳥諏訪公園 白鳥4丁目15-21
はるひ野やまざくらポケットパーク はるひ野5丁目29-1 五力田見晴し公園 白鳥4丁目24-2
黒川谷ツ公園 はるひ野5丁目9 白鳥小台公園 白鳥4丁目4-8
栗平かえでポケットパーク 栗平2丁目13-41 片平富士塚緑地 片平1848-26
栗平こぶし公園 栗平2丁目16 葉積緑地 片平1丁目14-1
栗平ふれあいポケットパーク 栗平2丁目4-29 葉積の風公園 片平1丁目3
栗平東公園 栗平2丁目5 片平１丁目公園 片平1丁目9
栗平まちかどポケットパーク 栗平2丁目7-23 片平２丁目北公園 片平2丁目13
栗平２丁目北公園 栗平2丁目8-16 片平２丁目緑地 片平2丁目143-6
栗木公園 栗木1丁目11 柿生緑地 片平2丁目21ほか
栗木おおしばら公園 栗木1丁目17 片平日向公園 片平2丁目27-1､13
栗木緑地 栗木2丁目8 柿生日向公園 片平2丁目365-2
栗木台すげ沢公園 栗木台1丁目8-1 柿生の森緑の保全地域 片平2丁目386-1ほか
栗木台けやきポケットパーク 栗木台1丁目9-7 片平緑の保全地域 片平2丁目456-1ほか
栗木台山家公園 栗木台2丁目9-1 片平２丁目公園 片平2丁目469-6
とんびいけ公園 栗木台3丁目1 柿生の丘公園 片平2丁目6
栗木台すくすくポケットパーク 栗木台3丁目3-1 片平中町第１公園 片平3丁目15-1
栗木台ふれあいポケットパーク 栗木台4丁目9-37 片平中町第２公園 片平3丁目17-1
栗木台しなのきポケットパーク 栗木台5丁目12-1 片平中町第３公園 片平3丁目26-1
栗木台けやき公園 栗木台5丁目16 片平中町遺跡公園 片平3丁目27-1
栗木台５丁目緑地 栗木台5丁目17 片平４丁目仲町台公園 片平4丁目2149-1
栗木台見晴し緑地 栗木台5丁目18 片平仲町ふれあい公園 片平4丁目2184-13
栗木台まみ沢公園 栗木台5丁目18-1 片平４丁目お山公園 片平4丁目9
栗木山王山特別緑地保全地区 栗木二号286-2ほか 片平わんぱく公園 片平5丁目10
古沢都古緑地 古沢255-8 片平さつき公園 片平5丁目22-16
古沢公園 古沢474-6 片平公園 片平5丁目27-1
古沢緑地 古沢577-1 柿生中村通り公園 片平5丁目34
五力田中村通公園 五力田2丁目15-4 片平５丁目もみじ公園 片平5丁目600ｰ13
五力田大台公園 五力田2丁目7-4 片平５丁目公園 片平5丁目9
五力田高尾根公園 五力田3丁目11-1 片平中村通公園 片平6丁目2-4
さつき台公園 五力田3丁目15 片平６丁目ポケットパーク 片平6丁目3-18
黒川宮添公園 黒川317-6 片平吾妻公園 片平7丁目8-15
黒川海道緑地 黒川字海道1402ほか 片平金井原公園 片平8丁目7
黒川丸山特別緑地保全地区 黒川字海道1450-2ほか 万福寺檜山公園 万福寺2丁目22-1
黒川西谷緑地 黒川海道1501ほか 万福寺おやしろ公園 万福寺3丁目3
黒川伏越特別緑地保全地区 黒川字宮添244-3 万福寺もりの丘公園 万福寺4丁目5
黒川腰巻特別緑地保全地区 黒川字広町1862ほか 万福寺さとやま公園 万福寺5丁目19-1
黒川沢谷戸緑地 黒川字広町1901ほか 古沢こもれびの杜緑地 万福寺5丁目5

黒川広町緑の保全地域 黒川字広町1905-1
万福寺緑の保全地域
（万福寺ふるさと緑地）

万福寺6丁目6-1ほか

黒川石神谷戸特別緑地保全地区 黒川字広町1978-5ほか 片平４丁目仲町ひなた公園 片平4-2204-11
黒川広町特別緑地保全地区 黒川字広町1978-6ほか 白鳥３丁目つつじポケットパーク 白鳥3-6-11
黒川さくらふれあいの森 黒川字西谷1628-1の一部 黒川宮添緑地 黒川字宮添262-1ほか
黒川鷹ノ巣緑地 黒川西谷1632-5ほか 黒川明坪緑地 黒川字明坪2037-1ほか

公園【110】
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新百合ヶ丘総合病院 古沢字都古255

川崎田園都市病院 片平1782

はるひ野歯科
はるひ野1-15-1ﾘｰﾃﾞﾝｽｽｸｴｱは
るひ野101

歯･小歯・口

よしひろ歯科医院 はるひ野2-33-5 歯･小歯

はるひ野内科クリニック
はるひ野4-4-1はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ヴｨﾚｯｼﾞA棟1F

内･アレ･循・呼

はるひ野皮フ科クリニック
はるひ野4-4-1はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ヴｨﾚｯｼﾞA棟2F

皮

はるひ野整形外科
はるひ野4-4-1はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ヴｨﾚｯｼﾞB棟1･2F

整･リハ

やまき歯科クリニック
はるひ野4-4-1はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ヴｨﾚｯｼﾞB棟2F

歯･矯・小歯･口

ニコニコこどもクリニック
はるひ野4-4-1はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ヴｨﾚｯｼﾞC棟1F

小

いばらきレディースクリニック
はるひ野4-4-1はるひ野ﾒﾃﾞｨｶﾙ
ヴｨﾚｯｼﾞC棟2F

婦人科

セントラル整形外科 万福寺1-1-2　４F リウ・整・リハ
にじいろ子どもクリニック 万福寺1-1-2　４F 小
池内クリニック新百合ヶ丘内科・消化器
内科

万福寺1-1-2　４F 内・消内

しんゆり耳鼻咽喉科 万福寺1-1-2　4F 耳
新百合ヶ丘スマイルメンタルクリニック 万福寺1-1-2　4F404号室 心・精
池内クリニック新百合ヶ丘歯科 万福寺1-1-2　５F 歯
新百合ヶ丘１０００のバイオリン歯科 万福寺1-8-13 歯・矯・小歯・口
くりひら歯科医院 栗平2-15-2-1 歯･小歯・口

池内クリニック 栗平2-1-6　小田急ﾏﾙｼｪ栗平1F 内・消

前谷歯科 栗平2-1-6　小田急ﾏﾙｼｪ栗平1F 歯･矯・小歯

栗木台かわぐちクリニック 栗木台1-2-3 内･小･外･小児外科
新百合ヶ丘龍クリニック 古沢7-1 内･小･婦人科・循
くぼ歯科医院 五力田2-2-1ﾒｲﾋﾙｽﾞ104号 歯･矯・小歯
平井内科クリニック 五力田2-2-1ﾒｲﾋﾙｽﾞ1F103号 内･小・皮
メイ歯科クリニック五月台駅前 五力田2-3-1 歯･矯・小歯・口
塩谷歯科 五力田2-8-3ﾌｧｰｽﾄﾃｨｰ201号 歯
五力田歯科診療所 五力田429-1 歯
わかば台歯科医院 黒川592-1ｸﾞﾗﾝｼｬﾘｵ壱番館 歯･矯・小歯
ふれあいの丘クリニックしらとり歯科診
療所

白鳥1-4-1 1F 歯

中山歯科医院 白鳥3-5-1 歯･矯・小歯・口
栗平おさだ皮フ科 白鳥3-5-1ｼｬﾝﾃ1階 皮・小皮
すこやかこどもクリニック 白鳥3-5-2 1F 小
井上医院 白鳥3-6-12 内･外・皮・麻酔
安藤歯科医院 片平2-6-23 歯･矯・小歯･口
実成歯科医院 片平5-20-13 歯・小歯･口
きむら内科クリニック 片平5-24-15 内・アレ・循・呼ほか

五月台アローラ歯科
片平5-24-15ガーデンテラス五月
台1F

歯・矯・小歯・口

大山歯科医院 万福寺1-1-1新百合丘ｼﾃｨﾋﾞﾙ2F 歯

カズトシデンタルオフィス
万福寺1-12-1ｸﾛｽｱﾍﾞﾆｭｰ新百合
1F-C号室

歯・小歯･矯・口

矯正歯科新百合山手クリニック
万福寺1-12-1ｸﾛｽｱﾍﾞﾆｭｰ新百合
Ⅱ3F

矯・小歯

吉田歯科医院 万福寺1-12-3 歯
グレースデンタル 万福寺1-15-1ｼｬﾄｰｺｱ2F B区画 歯･矯・口
だいとうたじま眼科 万福寺1-2-2新百合21ﾋﾞﾙB1F 眼・小眼
新百合ヶ丘こどもクリニック 万福寺1-2-3ｱｰｼｽ農住ﾋﾞﾙ206 小
ガイアクリスタルクリニック 万福寺1-7-1TWﾋﾞﾙ2F 内・精・神
あさおクリニック 万福寺1-8-10第1優ﾋﾞﾙ1.2.3F 内・循・透析
なんぽ歯科クリニック新百合ヶ丘 万福寺1-8-1横山ﾋﾞﾙ1F 歯･矯・小歯･口
新ゆりクリニック 万福寺1-8-7 内･消・整
光中央診療所 万福寺1-8-7 内･アレ･小・リウ

メディカル歯科 万福寺1-8-7ﾊﾟｽﾄﾗﾙ新百合ヶ丘 歯・小歯･口

新百合山手ファースト歯科 万福寺3-1-1ﾊﾚｱｶﾗ1F 歯･矯・口

さくらクリニック 万福寺3-2-1 内･整･皮
新百合ヶ丘デンタルクリニック 万福寺4-1-3-301 歯･矯・小歯･口
ダイヤモンド歯科医院 万福寺4-1-3DACﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ101 歯･矯・小歯
新百合山手アクザワ歯科医院 万福寺6-7-2 歯
聖ﾏﾘｱﾝﾅ医大附属研究所ﾌﾞﾚｽﾄ
ｱﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ先端医療ｾﾝﾀｰ

万福寺6-7-2 放射線･乳腺外ほか

しんゆり青木整形外科 万福寺6-7-2ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ205号 整・リハ・リウ
新ゆり山手通りこどもクリニック 万福寺6-7-2ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2F 小
新百合山手福本内科 万福寺6-7-2ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2F 内
みずほ糖尿病内科 万福寺6-7-2ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2F 糖尿病内
ひらやま耳鼻咽喉科クリニック 万福寺6-7-2ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2F 耳・アレ
くぼ皮膚科クリニック 万福寺6-7-2ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ2F 皮
フィールファインクリニック 万福寺6-7-2ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ5F 心・精
新百合ヶ丘ガーデンクリニック 万福寺6-7-2ﾒﾃﾞｨｶﾙﾓﾘﾉﾋﾞﾙ5F 透析

病院【2】　診療所・クリニック【62】
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日本キリスト教団栗平教会 栗木台1-4-14 麻生図書館柿生分館 片平3-3-1
はるひ野黒川地域交流センター はるひ野4-8-1 片平会館 片平5-11 10
栗木御嶽神社 栗木1-10-1 妙永山善正寺 片平5-3-11
栗木町内会館 栗木1-3 13 さつき台自治会館 片平5-4 6

稲荷山常念寺 栗木203 しんゆり市税事務所
万福寺1-2-2新百合ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝﾋﾞﾙ
5F

盛谷山林清寺 栗木台1-15-1 新百合トウェンティワンホール
万福寺1-2-2新百合ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝﾋﾞﾙ
B2F

栗木台自治会館 栗木台3-6 3 麻生区役所 万福寺1-5-1
麻生区役所道路公園センター 古沢120 麻生文化センター（麻生図書館） 万福寺1-5-2
九郎明神社 古沢497 麻生文化センター（麻生市民館） 万福寺1-5-2
古沢会館 古沢506 1 麻生消防署 万福寺1-5-4
五力田町内会会館 五力田3-22 新万福寺町内会館 万福寺2-15 2
汁守神社 黒川1 十二神社 万福寺3-2-3
川崎市黒川青少年野外活動センター 黒川313-9 万福寺町内会館 万福寺4-18 26
雲長山西光寺 黒川70 麻生郵便局 万福寺5-1-1
黒川公会堂 黒川91 川崎市アートセンター 万福寺6-7-1
白鳥神社 白鳥2-10-1 しんゆり交流空間リリオス 万福寺2-1
栗平白鳥自治会館 白鳥2-11 12 CAF  ＆ SPACE L.D.K. 栗平2-1-6小田急マルシェ栗平2F
夏蒐山修廣寺 片平2-8-1 金神神社 白鳥4-3-10

ヒュケリ はるひ野4-8-1 はるひ野黒川地域交流センター
はるひのシニアクラブ はるひ野4-8-1 はるひ野黒川地域交流センターほか
「栗平東公園」健康ウォーク 栗平2-5 栗平東公園
マロンカフェ 栗木台3-6-3 栗木台自治会館

ふるさわ元気塾 古沢506-1 古沢会館

れもんの会 古沢506 1 古沢会館
若葉台カフェ 黒川580-1 SONPOケアラヴィーレ若葉台
「南黒川第一公園」健康体操 南黒川51 南黒川第一公園
陽だまり 白鳥2-11 12 栗平白鳥自治会館
青春健康講座 白鳥4-10-3 ナイスアーバン栗平
五力田ラジオ体操の会 白鳥4丁目15-21 白鳥諏訪公園
葉積緑地あおぞら体操 片平1-14-1 葉積緑地あおぞら体操
「片平二丁目公園」健康体操 片平2-17-1 片平二丁目公園
北イトーピア公園体操 片平3-28-1 遺跡公園（北イトーピア）
丘の上体操 片平4丁目 片平４丁目付近の駐車場
老人会　吾妻会 片平5-11-10 片平会館
老人会　中央クラブ 片平5-11-10 片平会館
老人会　交友会 片平5-11-10 片平会館
片平キラキラセラバンド体操教室 片平5-25-1 片平いこいの家
きぼうの教室 片平5-25-1 片平いこいの家
美素の会 片平5-25-1 片平いこいの家
片平おしゃべり会 片平5-25-1 片平いこいの家
いこい元気広場（片平いこいの家） 片平5-25-1 片平いこいの家
「片平中村通公園」健康体操 片平6-2 片平中村通公園
「万福寺さとやま公園」健康ウォーク 万福寺5-19-1 万福寺さとやま公園

子育て広場「大きな樹」 片平5-25-1 片平こども文化センター
くりんくりんクラブ 片平5-25-1 片平こども文化センター
元気っ子クラブ　 片平5-25-1 片平こども文化センター
ぐるうぷ　ひょっこり 片平5-26-1 北部地域療育センター
子育てサロン「はとぽっぽ」 栗木台1-6-3 栗木公会堂
くろかわキッズ 黒川1 黒川公会堂
はるひ野キッズはぐ・ハグ 黒川313-9 黒川青少年野外活動センター
栗平子育てサークルくりっこクラブ 白鳥2-11-12 栗平白鳥自治会館
自主保育　こめっこ 黒川313-9他 黒川青少年野外活動センターほか
にこりんおもちゃ図書館 万福寺 はくさん児童家庭センター等
ぐるーぷ・もこもこ 万福寺1-2-2 麻生区社会福祉協議会
ウインナーキッズクラブ　 万福寺1-5-1 麻生区役所保健ホール
子育てフリースペース　よち・わく・のび 万福寺1-5-2 麻生市民館
麻生保育ボランティアグループ　ジャン
ケンポン

万福寺1-5-2 麻生市民館

みんなで麻茶房（あさぼう） 片平5-11-10 片平会館
地域の寺子屋（栗木台小学校） 栗木台5-15-1 栗木台小学校
新百合ヶ丘　子ども食堂 万福寺1-10-10 麻生プレップスクール
柿生片平　子ども食堂 片平2-22-1-103 [結]ケアセンターあさお
地域の寺子屋（柿生小学校） 片平3-3-1 柿生小学校

地域活動（健康づくり・介護予防・認知症カフェ等）【25】

地域活動（子育てサロン・子育て自主グループ等）【14】

地域活動（その他）【5】

施設（その他）【36】
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