
地域子育て支援センター・こども文化センター 川崎市産前・産後家庭支援ヘルパー

専門機関での相談

幼 稚 園保育園、病児施設、自主保育

地域の拠点で行われている子育て交流の場、相談 医療機関、母乳、育児相談

区役所、市民館、図書館等で行われている交流の場、相談

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●❶ 地域子育て支援センター
ふぁみぃゆ南河原 都町 74-2 589-3645 G-6

●❷ 南河原こども文化センター 都町 74-2 511-4963 G-6

●❸ 地域子育て支援センター
ゆずりは

戸手 2-12-10
（かわの風保育園併設） 542-8133 H-4

❹ 地域子育て支援センター
さいわい 戸手本町 1-11-5 070-4561-5477 G-5

●❺ 幸こども文化センター 戸手本町 1-11-5 544-1489 G-5

❻ 地域子育て支援センター
ぶるーべりー

鹿島田 1-21-8
（ふくじゅ保育園併設）　 201-8083 E-2

●❼ 地域子育て支援センター
ふるいちば 古市場 1-1　 533-3378 G-2

❽ 地域子育て支援センター
かんがるー

北加瀬 1-31-5
（どりーむ保育園併設） 580-3020 D-3

●❾ 地域子育て支援センター
ふぁみぃゆ小倉 小倉 5-17-59　 589-3541 C-6

❿ 小倉こども文化センター 小倉 5-17-59　 599-4153 C-6

●⓫ 下平間こども文化センター 下平間 70-1 544-2925 E-3

⓬ 北加瀬こども文化センター 北加瀬 2-12-12　 599-6848 B-3

●⓭ 南加瀬こども文化センター 南加瀬 2-19-3　 588-6567 C-4

■小児科・内科

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●❶ 横山クリニック 大宮町 14-4 尊昌ビル 4 階 556-3677 H-7

●❷ 川崎リウマチ・内科クリニック 大宮町 1310
ミューザ川崎 222 区画 272-8221 H-7

●❸ ミューザ川崎こどもクリニック 大宮町 1310
ミューザ川崎 228 区画 542-8866 H-7

●❹ 佐々木内科クリニック 小向町 3-21 511-5855 H-4

●❺ 田代医院 小向西町 1-47 511-1213 H-4

●❻ 小林内科医院 紺屋町 39 511-4517 H-5

●❼ 三條医院 幸町 2-697 三條ビル 1 階 555-5111 I-6

●❽ 関クリニック 幸町 3-7 555-2729 I-6

●❾ ナカオカクリニック 下平間 38 544-1266 E-2

●❿ ゆいクリニック 下平間 39 2 階 520-0205 E-2

●⓫ 内科いまいクリニック 下平間 84-3 511-0777 E-3

●⓬ 石永医院 下平間 130 511-6835 E-3

●⓭ 南武医院 下平間 205 522-2233 F-3

●⓮ まつやまクリニック 下平間 341
レオナⅢ 2F B 号室 520-3212 F-4

●⓯ たつのこどもクリニック 下平間 359 
レオナビルⅤ 1 階 533-2391 F-3

●⓰ 千梨内科クリニック 下平間 359
レオナビルⅤ 2 階 272-8088 F-3

●⓱ 黒瀬クリニック 神明町 2-1-1 533-1711 H-6

●⓲ 鈴木医院 神明町 2-14-7 511-0222 G-6

●⓳ 川崎中央クリニック 神明町 2-68-7 511-6333 G-6

●⓴ 山田小児科医院 塚越 1-121 522-0801 E-4

●㉑ 松葉医院 塚越 2-159 522-1678 F-4

●㉒ 田中小児科医院 塚越 2-217 511-1818 F-4

●㉓ 矢野内科医院 塚越 4-314-2
塚越マンション 118 号 544-7575 F-5

●㉔ 橋爪医院 戸手 2-3-12 522-0415 H-4

●㉕ 植村内科医院 戸手本町 1-44-5
ステート川崎 1 階 533-8105 G-4

●㉖ 米田医院 中幸町 3-13 3 階 511-5375 H-6

●㉗ 関口医院 古市場 1-21 511-4001 G-2

●㉘ 川崎セツルメント診療所 古市場 2-67 544-1601 F-3

●㉙ みつや内科診療所 古川町 120 533-3000 F-4

●㉚ 川崎幸クリニック 南幸町 1-27-1 544-1020 G-7

●㉛ 藤田医院 南幸町 2-21 2 階 522-6753 H-7

●㉜ たくま幸クリニック 小倉 3-28-12 588-0020 D-6

■公園での交流

No. 名　称 内　容 地図

●❶ さいわいふるさと公園

おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育て広場

D-4プレーパーク

どんぶらこ（サークル）

●❷ 夢見ヶ崎動物公園 動物園まつり（春・秋） C-3

●❸ 戸手第 1 公園 おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育て広場 G-5

●❹ 南加瀬五反公園 どんぶらこ（サークル） C-4

●❺ 南加瀬けやき公園 おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育て広場 B-5

●❻ 小向第 7 公園 おでかけ“ぽかぽか”出張青空子育て広場 H-4

●❼ 御幸公園 プレーパーク H-3

●❽ 新鶴見公園 どんぶらこ（サークル） E-7

●❾ 南河原公園
中幸町 4 丁目母親クラブ

G-6
柳町母親クラブ

●❿ 諏訪公園 南幸町 2 丁目母親クラブ H-7

■地域交流拠点「陽だまり」

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●⓫ 小倉の駅舎陽だまり 小倉 2-26-22
556-5500 

（幸区社会福
祉協議会）

C-6

●⓬ 塚越の陽だまり 塚越 3-406　 E-5

●⓭ 河原町の陽だまり 河原町 1　
河原町団地 2 号館 H-6

■町内会館・自治会館等での交流

No. 名　称 内　容 地図

●⓮ 諏訪会館 南幸町 2 丁目母親クラブ H-7

●⓯ 南幸町 1 丁目都町町内会館 中幸町 4 丁目母親クラブ G-7

●⓰ 柳町自治会館 柳町母親クラブ G-8

●⓱ 塚越 4 丁目町内会館 塚越 4 丁目母親クラブ F-5

●⓲ 北加瀬原町公会堂
北加瀬原町母親クラブ

B-2
北加瀬地区赤ちゃん相談

■公営保育所

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●❶ 古川保育園 塚越2-159-28（仮設園舎） 522-6301 F-5

●❷ 北加瀬保育園 北加瀬 3-19-1 411-3047 B-2

●❸ 河原町保育園 河原町 1 522-6650 H-5

●❹ 南加瀬保育園 南加瀬 1-7-2（仮設園舎） 588-4156 C-4

●❺ 南河原保育園 河原町 1 522-4018 H-6

●❻ 夢見ヶ崎保育園 南加瀬 3-4-8 588-4130 C-4

■民営保育所

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●❼ YMCA かわさき保育園 大宮町 26-3 3 号棟 -102 520-1825 H-8

●❽ にじいろ保育園塚越 塚越 4-345-11 555-0553 F-5

●❾ どりーむ保育園 北加瀬 1-31-5 580-3020 D-3

●❿ 保育園フェリチッタ 南幸町 2-76 544-5033 G-7

●⓫ にじいろ保育園新川崎 小倉 1-4-24 599-6790 D-4

●⓬ つくし保育園 戸手本町 2-420-1 223-7531 G-5

●⓭ アスク川崎西口保育園 大宮町 1310　
ミューザ川崎 1 階 520-8025 H-7

●⓮ ふくじゅ保育園 鹿島田 1-21-8 201-8080 E-2

●⓯ 新川崎もりのこ保育園 新川崎 3-1 
イニシア新川崎 599-3808 D-3

●⓰ 小学館アカデミー　
南さいわい町保育園 南幸町 3-97 542-4151 G-7

●⓱ 鹿島田もりのこ保育園 下平間 290 
日光第一ビル 1 階 522-3565 F-3

●⓲ どりーむ東小倉保育園 東小倉 2-36 542-7885 E-4

●⓳ かわの風保育園 戸手 2-12-10 542-8133 H-4

●⓴ ゲートタワー　ローズ保育園 大宮町 31-1　
川崎ゲートタワー 1 階 589-3552 H-8

●㉑ キディ古市場保育園 古市場 2-97 542-1711 F-2

●㉒ 小学館アカデミー　
しんかわさき保育園

鹿島田 1-1-3 
新川崎スクエア 3 階 542-3561 D-3

●㉓ 日生鹿島田保育園ひびき 下平間 143-16 280-6121 E-3

●㉔ 日生夢見ヶ崎保育園ひびき 南加瀬 1-13-5 200-4612 C-4

●㉕ おぐら保育園 小倉 4-6-23 223-8012 D-6

●㉖ 小倉はなかご保育園 小倉 4-15-8 580-1001 D-6

●㉗ わらべうた幸町保育園 幸町 1-749-2 511-1277 I-7

●㉘ 保育園リエッタ 南幸町 2-9 ラゾーナサイ
ドビル 2・3 階 541-9885 H-7

●㉙ ひよし保育園 南加瀬 2-9-20 588-3555 B-4

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●㉚ キッズガーデン川崎幸町 幸町 2-593 
モリファーストビル 6 階 589-6200 I-6

●㉛ マミー保育園新川崎 新川崎 5-2 
シンカモール 3 階 201-8985 D-3

●㉜ かわさき大宮町保育園 大宮町 9-1 ヴィルクレー
ル川崎タワー 1 階 520-1070 H-7

●㉝ 小向さくら保育園 小向西町 3-52-3 511-6555 G-4

●㉞ にじいろ保育園鹿島田 鹿島田 1-10-22 200-4615 E-3

●㉟ らいらっく幸保育園 塚越 2-220-37 589-8601 F-5

●㊱ 幸いづみ保育園 南幸町 3-149-3 542-5696 G-6

●㊲ まなびの森保育園矢向 小倉 3-1-15 588-0180 D-5

㊳ 新川崎・学びの保育園 鹿島田 1-6-5 201-8340 D-3

●㊴ 新川崎みらいのそら保育園 北加瀬 1-11-4　
フロール新川崎 4 号館 589-5588 C-3

●㊵ 第２ひまわりほいくえん 北加瀬 2-1-24 280-9500 B-3

●㊶ らいらっく山吹保育園 塚越 1-60-160 223-8388 E-4

●㊷ プレシャススターズ保育園　
小倉園

小倉 3-2-23  
セレーヌサクラ 1 階 276-8805 D-5

●㊸ あいみー南加瀬保育園 南加瀬 3-4-20 200-4266 C-4

㊹ 京進のほいくえん 
HOPPA 南河原

神明町 2-29-6　
ウイングルート 1 階 276-9507 G-6

●㊺ 保育園アレッタ 南幸町 3-3 742-3550 G-7

㊻ 尻手すきっぷ保育園（横浜市） 横浜市鶴見区矢向 4-26-13 045-718-5127 F-7

●㊼ ＳＰＡＣＥ　ＫＩＤ保育園 下平間 259-1 201-7751 F-3

㊽ にじいろ保育園北加瀬 北加瀬 2-11-4 589-6003 B-3

●㊾ マジオたんぽぽ保育園下平間 下平間 386-1 511-8000 F-4

■小規模保育

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

㊿ キッズガーデン川崎幸町　
小規模園

幸町 2-681-23  
St.Elegance 272-3537 I-6

●� ピュアリー鹿島田保育園 古川町 140-4 276-8814 G-4

� ぶれあ保育園・川崎南幸町 南幸町 2-68-1 276-8241 G-7

●� 保育室ぴよぴよ 戸手 1-5-11 541-3033 H-4

� 幸ぷらむ保育園 神明町 1-10 511-1826 H-5

■家庭的保育（保育ママ）

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� 相澤　春美（相澤保育室） 神明町 1 丁目 511-1826 ー

●� 矢内　節子（保育室さくらんぼ） 下平間 742-6554 ー

●� 石川　満枝（石川満枝保育室） 戸手本町 2 丁目 541-9133 ー

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●㉝ 小倉かとう内科 小倉 5-19-23 クロスガー
デン川崎 209 号室 580-4114 C-6

●㉞ ましも内科循環器内科 南幸町 2-26-12　1 階 541-4560 H-7

●㉟ いきいきクリニック 南幸町 2-34-2 川崎クリス
チャンセンター 1 階 522-5556 H-7

●㊱ 小林クリニック 南幸町 2-80 555-7068 G-7

●㊲ おさないクリニック 南幸町 2-80
KS 紅屋ビル 4 階 542-8110 G-7

●㊳ 森田医院 南幸町 3-14 556-7788 G-7

●㊴ 第二川崎幸クリニック 都町 39-1 511-1322 G-6

●㊵ さいわい鹿島田クリニック 新塚越 201 ルリエ新川崎 556-0011 E-3

●㊶ ゆりこどもクリニック 新塚越 201 
ルリエ新川崎 5 階 520-1158 E-3

●㊷ パークシティクリニック 小倉 1-1 パークシティクリ
ニック棟 217 541-6161 D-3

●㊸ スクエアクリニック 堀川町 580 ソリッドスク
エア東館 1 階 511-4191 I-6

●㊹ 新川崎ふたばクリニック
小児科・皮膚科 鹿島田 1-4-3　1 階 522-7720 D-3

●㊺ 柁原医院 小倉 3-23-4 522-6288 D-5

●㊻ かい小児科 ･ 内科 ･
耳鼻咽喉科医院 南加瀬 3-25-1 588-3335 C-5

●㊼ 生駒クリニック 南加瀬 4-27-6 599-5611 B-5

●㊽ 鎌田医院 南加瀬 4-30-2 588-0034 B-5

●㊾ はとり内科循環器クリニック 鹿島田 1-8-33 
はとりビル 3 階 522-0033 D-3

●㊿ 高橋クリニック 北加瀬 2-7-20 588-1216 B-3

●� 新川崎むらせ内科循環器内科 北加瀬 2-11-3 280-8080 C-3

●� スキップこども
アレルギークリニック

北加瀬 2-11-3 コトニア
ガーデン新川崎 S 棟 1-2 587-5015 C-3

●� 髙取内科医院 矢上 13-6 580-3132 B-3

●� まつの内科クリニック 新川崎 5-2 
シンカモール 3 階 589-0207 D-3

■整形外科

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� 青木整形外科 幸町 4-18 540-3875 H-6

●� 松山整形外科 下平間 341 543-0033 F-4

●� さいわい整形外科 戸手 1-2-1 みゆきコーポ 520-3533 G-4

●� 中村整形外科 古市場 1-21 544-1800 G-2

●� まつくら整形外科 南幸町 2-21 1 階 542-1330 H-7

●� くちかた整形外科 新塚越 201 
ルリエ新川崎 3 階 544-2462 E-3

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●❶ NPO 法人 
ワーカーズ・コレクティブメロディ

南幸町 2-4-2
ビクセル川崎 101 533-8308 H-7

●❷ NPO 法人 
たすけあいはなもも

塚越 1-126
沼田第 3 マンション 102 511-3682 E-4

●❸ 幸家事介護
ワーカーズ・コレクティブあやとり 下平間 177-18 533-7781 F-4

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� かもち整形外科クリニック 小倉 5-19-23 
クロスガーデン川崎 211 589-0201 C-6

●� 木村整形外科 小倉 1-3-14 599-9111 C-4

●� 新川崎ひたち整形外科 新川崎 5-2 
シンカモール 3 階 589-0222 D-3

■耳鼻咽喉科

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� やぎ耳鼻咽喉科・
アレルギークリニック 大宮町 6-4 TM ビル 2 階 533-3117 H-7

●� 藤岡耳鼻咽喉科医院 下平間 111 511-5533 E-3

●� 大山耳鼻咽喉科診療所 南幸町 2-25-2 555-6527 H-7

●� よしかわ耳鼻咽喉科 新塚越 201 
ルリエ新川崎 3 階 520-3311 E-3

●� 新川崎耳鼻咽喉科医院 鹿島田 2-24-11 
コア小島 1 階 511-1133 D-2

■皮膚科・アレルギー科

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� 川崎駅西口皮フ科 大宮町 12-7 
TM ビルⅡ 501 589-8951 H-7

●� 柴田皮膚科医院 下平間 250-8 511-1399 F-3

●� 尻手駅前・戸倉皮膚科 南幸町 3-104 
中川ビル 4 階 223-7781 F-7

●� りえ皮フ科クリニック 新塚越 201
ルリエ新川崎 5 階 520-0012 E-3

●� おぐら皮フ科クリニック 小倉 5-19-23 クロスガー
デン川崎 210 589-7471 C-6

●� パークシティ皮フ科泌尿器科 小倉 1-1 パークシティク
リニック棟 211 541-6090 D-3

■眼科

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� 中林眼科医院 大宮町 15-4 松下ビル 1階 533-7660 H-7

●� 松本眼科 大宮町 20 511-3474 H-7

●� 周藤眼科クリニック 河原町 1-15-103 522-2267 H-6

●� 眼科小鹿倉医院 下平間 144 522-1930 E-3

●� 菊地眼科クリニック 下平間 152-3 
イリヤコート新川崎 1 階 520-6366 E-3

●� 高野アイクリニック 古市場 1-47 
ケーワンビル 1 階 555-7736 G-3

●� ハートアイクリニック 堀川町 72-1 
LAZONA 川崎 Plaza1階 201-6462 H-7

●� パークシティ眼科 小倉 1-1 パークシティク
リニック棟 220 541-6035 D-3

●� 川崎おぐら眼科クリニック 小倉 5-19-23 
クロスガーデン川崎 2 階 599-1212 C-6

●� たけお眼科 鹿島田 1-1-3 
新川崎スクエア 3 階 201-7226 D-3

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� 本田眼科医院 南加瀬 2-5-8 平林ビル 1 階 599-5299 B-3

●� 浅井眼科医院 南加瀬 3-3-27 588-6732 C-4

●� サンライズビル眼科診療所 南加瀬 5-1-1 
サンライズビル 1 階 587-8088 B-5

●� 新川崎眼科 新川崎 5-2 
シンカモール 3 階 280-6135 D-3

■産科・婦人科

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� こんどうレディース診療所 大宮町2-8 イクス川崎ザ・
タワー 1 階 A 556-3070 H-7

●� 新川崎こびき
ウィメンズクリニック

鹿島田 1-8-33 
はとりビル 2 階 542-3931 D-3

■母乳・育児相談

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� オリーブ母子相談室 古川町 102-204 090-6049-1142 F-4

●� 小峯助産院 小倉 2-32-5 588-7275 C-5

●� ミチコ母乳育児相談室 北加瀬 2-17-29　 080-8860-7223 B-3

●� はちどり母子相談室 新塚越 1-2　 090-3209-9619 E-3

■事業所内保育事業

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� ヤクルト鹿島田保育園 下平間 131 鹿島田ビル 2 階 533-4766 E-3

●� さいわい保育園 都町 36-11 533-1539 G-6

■川崎認定保育園

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� こあらっこはうす 
クレシュ・ラ・ガール 南幸町 3-115 533-2876 G-7

●� ちぐさ保育園 下平間 108-5 
ダイヤパレス 鹿島田 101 555-3903 E-3

●� チャイルドタイム鹿島田 
エンゼルホーム

新塚越 1-2 サウザンドシ
ティ 2 番館 2 階 520-8135 E-3

●� チャイルドタイム矢向 
エンゼルホーム

神明町 1-80-1 オーベル
グランディオ川崎 2 階 520-8137 G-6

●� 保育所ひまわり 小倉 1-14-9 589-0076 D-5

●� エンジェルナーサリー鹿島田園 鹿島田 2-20-53  
山崎ビル 1 階 572-6609 D-3

●� たいよう保育園 南幸町 2-14-2 
NPC ビル 1 階 544-6742 H-7

●� ドリームマーチ保育園 大宮町 2-8 
イクス川崎ザ ･タワー 2 階 201-1400 H-7

●� プレシャススターズ保育園 塚越 3-427-5
KS ビル 1 階 201-1184 E-5

●� 保育所 tomorrow 鹿島田園 古川町 7-4  森本ビル 1 階 555-6180 F-4

●� 保育所ひまわり２ 小倉 1-4-14  小澤ビル 102 589-0076 D-4

●� 保育 Room　ことり 塚越 2-161 KST ビル 1 階 541-6668 F-4

●� 神奈川東部ヤクルト販売（株） 
幸保育ルーム 柳町 9-1  メゾン柳 1 080-4777-6847 G-7

●� チャイルドハートえいご保育園 南幸町 2-80
ハクベリー 86 1 階 542-3820 G-7

●� 保育所アネックス 南加瀬 3-4-3 クアルト１階 589-3300 C-4

●� 保育所ひまわり 3 新小倉 2 丁目クラストプ
ライムレジデンス内 1 階 589-0076 D-5

■地域保育所

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� おひさま保育園 南加瀬 3-1-3 
金田ビル 1 階 201-7008 C-4

■病児・病後児施設

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●� エンゼル幸 柳町 55-3 555-6741 G-8

■自主保育

No. 名　称 住　所 メール 地図

●� 手作りようちえんまんまる さいわいふるさと公園など yoshiko10270804
@i.softbank.jp D-4

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●❶ 第二ひかり幼稚園 古川町 16 522-4822 F-4

●❷ みゆき幼稚園 小向町 19-2 511-0261 H-4

●❸ 鹿島田幼稚園 鹿島田 2-22-44 533-0348 D-3

●❹ 女躰神社幼稚園 幸町 1-992-3 522-4607 I-7

●❺ 梅園幼稚園 南幸町 1-39 511-3921 G-7

●❻ 川崎こまどり幼稚園 南加瀬 1-18-9 588-3957 C-4

●❼ 小鳩幼稚園 古市場 1772 511-8811 F-3

●❽ 小峰幼稚園 小倉 5-11-5 599-0831 C-6

●❾ 白山幼稚園 北加瀬 2-13-2 588-0816 B-3

●❿ 日吉幼稚園 南加瀬 3-34-7 588-3456 C-5

●⓫ みのり幼稚園 紺屋町 12 511-0628 G-5

No. 名　称 内　容 地図

●⓳ 河原町県営集会所 河原町子育てたんぽぽ H-5

●⓴ 鹿島田公会堂
ワンダーひろば

D-2
鹿島田地区赤ちゃん相談

●㉑ 小倉公会堂 小倉地区赤ちゃん相談 D-5

●㉒ 南加瀬原町会館 南加瀬地区赤ちゃん相談 C-5

●㉓ パークシティ新川崎 B 棟
全体大集会室 パークシティ「ママと赤ちゃんのつどい」 E-4

●㉔ 神明神社社務所 あっぷる（戸手本町２丁目サークル） G-6

●㉕
レジデンシャルスクエア内

新川崎赤ちゃんのわ！（サークル）
D-4

イニシア新川崎内 D-3

●㉖ サウザンドシティ内 パティオ♪（子育てグループ） E-3

■その他の場所での交流・相談

No. 名　称 内　容 地図

●㉗ 南河原いこいの家 親子のたまり場 H-7

●㉘ 下平間いこいの家 バンビひろば G-4

●㉙ 河原町保育園 南河原地区子育てフリースペース H-5

●㉚ 東小倉小学校 外国につながる子どもの学習サポート教室 E-4

●㉛ 日吉中学校 赤ちゃんハイハイあんよのつどい B-2

●㉜

富士見湯

あかちゃん銭湯でコンニチワ !

H-6

桐の湯 G-7

小倉湯 D-6

たからゆ F-3

●㉝ しゃんぐりらこども家庭支援
センター 子育てクラブしゃんぐりら E-4

●㉞ 夢見の森談話室 苦手な部分が多いお子さんの保護者の交流 C-4

●㉟ カラカサン
（外国人女性サポート） 外国人女性サポート E-3

地域子育て支援センター・こども文化センター 専門機関によるサポート・相談子どもを預けられる場（保育園・幼稚園など）

交流・相談の場 医療機関・母乳相談など

No. 名　称 住　所 電話番号 地図

●❶ こども家庭センター
（中央児童相談所） 鹿島田 1-21-9 542-1234 E-2

●❷ 川崎市総合教育センター
（塚越相談室） 塚越 1-60 541-3633 E-4

●❸ しゃんぐりら
こども家庭支援センター 東小倉 6-1 520-3608 E-4

※医療機関の診療科の詳細は、幸区子育て情報誌おこさまっぷさいわいP69～72をご覧ください。

地域子育て支援センター 
ふぁみぃゆ南河原

地域子育て支援センター 
ゆずりは

地域子育て支援センター 
さいわい

地域子育て支援センター 
ぶるーべりー

地域子育て支援センター 
ふるいちば

地域子育て支援センター 
かんがるー

地域子育て支援センター 
ふぁみぃゆ小倉

※���は地図には掲載していません。詳細はお問い合わせください。

• 地域子育て支援センターの開所日 •

• 子育て支援サポート •

ふれあい子育てサポート
育児の援助を行いたい人（ヘルパー会員）と育児の援助を受けた
い人（利用会員）が、それぞれサポートセンターに登録し、会員
相互により育児援助を行います。通院、買い物等による一時預か
り（ヘルパー会員宅）、保育園等への送迎で利用できます。

シルバー人材センター
シルバー人材センターへの登録会員（60 歳以上）が育児援助を
行います。保育園等への送迎や保護者が帰宅するまで利用者宅で
預かります。家事支援サービス（掃除、洗濯、調理等）も行って
います。

ベビーシッター
ベビーシッターが育児援助を行います。

認可保育所等の一時保育
保護者が週 3 日以内の就労や就学、病気などのため、お子さんを
家庭で保育できない場合に利用できます。利用には、子どもの健
康状態やアレルギーの有無を知らせるため、事前登録が必要にな
ります。登録時期など園により異なりますので、事前にお問い合
わせください。

子育て短期利用事業（ショートステイ）
保護者の病気や出産、育児疲れ、看護疲れなど一時的に育児が
困難な場合に、原則、6 泊 7 日以内で預かります。（減免あり）

〔申込は 3 日前まで、事前見学、健診必要あり〕

母子保健相談 ●問 地域支援課  ☎556-6648

• 子どもの相談・検診・子育てサポート •

幸区役所で行う相談です。気軽にお電話ください。
月～金　8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 17:00

▶ 育児相談
予約不要。第4火曜13:00 ～ 13:30受付
身長・体重測定や助産師・保健師・栄養士・歯科衛生士による
個別相談

▶ アレルギー相談
要予約。アレルギー相談
第1金曜13:15 ～ 13:30受付

乳幼児健診 ●問 地域支援課  ☎556-6648
身体計測、発育・発達の診察、歯科健診、育児相談などを行います。
詳細は、川崎市からの通知をご覧ください。

◦３～４か月児健診
◦７か月児健診

協力医療機関

◦1歳6か月児健診
◦3歳児健診

幸区役所

◦5歳児健診 協力医療機関

• 緊 急 な と き •

救急医療情報センター　24時間・365日対応

休日・夜間診療

☎ 044-739-1919（オペレーター）　
☎ 044-739-3399（音声ガイダンス）
これから受診できる市内医療機関、民間救急車、タクシー等の手配

▶ 南部小児急病センター　☎044-233-5521
市立川崎病院内（川崎区新川通12-1）
土日祝・年末年始24時間、平日17時～翌朝8:30対応　小児科

▶ 中部小児急病センター　☎044-733-5181
日本医科大学武蔵小杉病院内（中原区小杉町1-396）
毎日18：30 ～ 23：00対応　小児科

▶ 幸休日急患診療所　☎044-555-0885
戸手2-12-12　
日・祝・年末年始 9:00 ～ 11:30、13:00 ～ 16:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　内科、小児科

月・水・金
9:30～12:30

開所日

月～金
9:30～15:30

開所日

火・木・金
9:30～12:30

開所日

月～金
  9:00～12:00
13:00～16:00

開所日

月～金
9:00～16:30

開所日

火・水・木
9:30～12:30

開所日

月～金
  9:00～12:00
13:30～16:30

開所日

No. 名　称 内　容 地図

●❶ 幸区役所
区民祭（10月）

G-4
母子保健相談、乳幼児健診、歯科・栄養教室

●❷ 幸市民館
さいわい子育て広場、保育付き講座など

G-4
幸国際子育てクラブ「トントン」

●❸ 幸図書館 エプロンおばさんの絵本の時間など G-4

●❹ 幸市民館日吉分館 子育てパーク日吉、保育付き講座など C-4

No. 名　称 内　容 地図

●❺ 幸図書館日吉分館 おはなし会、ストーリーテリングなど C-4

●❻ 日吉おやこであそぼうランド 日吉子育て講座など C-4

●❼ 幸スポーツセンター 幼児スポーツ広場、親子スポーツなど G-4

●❽ 石川記念武道館 幼児向けスポーツ教室など G-3

●❾ 幸区社会福祉協議会 プラザ祭り（10月） G-5 ●＊発行　2019年9月　幸区役所地域みまもり支援センター地域ケア推進課
●（川崎市幸区戸手本町1-11-1　☎556-6730/ FAX 556-6659）


