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社会福祉法人愛育会
のぞみ保育園

松山市土居田町
569

089-971-9085 nozomi-rabbit@nozomi-rabitto.comhttp://www.nozomi-rabbit.com
月～土
8：30～17：00 日、祝日

親子ふれあい広場、赤ちゃん広場、園庭開放、育児講座、育児相談、絵本サロンなど子育
て中の保護者と共に製作やリズム遊び、季節の行事を楽しんでいる。

ひよこ保育園
地域子育て支援セン
タ

松山市南斉院町
686-2

089-974-4144 hiyoko-piyopiyo@eagle.ne.jp http://www.eagle.ne.jp/~piyopiyo/
月～金
8:30～11:30 、15:00〜
17:00

土日、祝日
センタールーム開放（月〜金）、あおぞら広場（園庭開放、h定期の木曜日10:00〜11:30）、赤
ちゃん広場、ふれあい広場、育児講座、絵本の貸し出し、相談

松山認定こども園　星
岡

松山市星岡２丁目
22−７

089–958–2468 kinder-m@atomgroup.jp
www.matsuyama-
kodomoen.ed.jp/hoshioka/

ルーム開放　9:00〜15:00
育児相談　　 8:30〜17:00

土日、祝日、
年末年始

親子ふれあい広場、はつらつ広場、赤ちゃん広場、おはなし会、園庭開放、散歩、水遊び（夏期）　　言
語聴覚士によることば遊びとことばの相談、歯科衛生士による歯みがき指導、収穫体験・クッキングな
どの食育講座、運動遊び、リトミック、絵本の貸し出し　（活動内容、日時はホームーページをご覧下さ
い）

松山市立久米保育園 松山市鷹子町4-4 089-970-0311 kumeho-@city-matsuyama.ehime.j
http://www.city.matsuyama.ehime.j
p/kumeho/index.html

月～金各広場10～11：30
センタールーム9：30～12:00
14:00～16：30

土日、祝日、
年末年始

ほっとHOTひろば（松山市
子ども総合相談センター
事務所）

松山市萱町6丁目
30-5（松山市保健
所・消防合同庁舎２

089-922-2399 hothot@city.matsuyama.ehime.jp
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/s
hisei/kakukaichiran/hokenfukusibu/ko
domosougousoudan.html

月～土　8：00～20：00
日、祝日、年末
年始

はじめての子育て、ひとりで子育て、育児に不安がある、相談できる人がいない、子育てに関する情報
が欲しいなど、子どもに関わる相談を電話相談、来室相談（必要に応じて訪問など）で受け付けていま
す

松山市南部児童セン
ター

松山市古川北
3丁目8-20

089-969-1005
http://www.matsuyama-
swwo.jp/jido/n_gaiyo.html

火～日　9：00～21：00
月（祝日に当たると
きは次の平日）
年末年始

親子ふれあいタイム、すくすく体操広場、子育て応援タイム（※活動に応じて、定員・時間・
参加費が異なります。詳細は、ホームページをご覧ください。）乳幼児親子を対象に、育児に
ついての各種子育て講座を行います

松山市新玉児童館
松山市三番町6丁
目4-20

089-943-5801
http://www.matsuyama-
swwo.jp/jido/a_gaiyo.html

火～日
4〜9月　9：00～18：00
10〜3月　9:00〜17:30

月（祝日の場合翌
平日）、年末年始
（12月29日〜1月３
日）

親子ふれあいタイム、親子体操広場、子育て支援活動、親子クラブ（詳細は、ホームページ
をご覧ください）

松山市味生児童館
松山市別府町
177-1

089-953-5051
http://www.matsuyama-
swwo.jp/jido/m_gaiyo.html

火～日
4〜9月　9:00～18：00
10〜3月　9:00〜17:30

月（祝日に当たるときは次
の平日）
年末年始（12月29日〜１
月３日）

親子ふれあいタイム、親子体操広場、子育て支援活動、親子クラブ（2歳児対象）（詳細は、
ホームページをご覧ください）※募集は味生児童館つうしんに掲載

松山市久枝児童館
松山市西長戸町638－
1久枝なかよしふれあ
いセンター２F

089-922-3800
http://www.matsuyama-
swwo.jp/jido/h_gaiyo.html

火～日
4月〜9月　9:00～18：00
10〜３月　 9:00〜17:30

月（祝日に当たると
きは次の平日）
年末年始

親子ふれあいタイム、親子体操広場、子育て講座、親子クラブなど
（詳細は、ホームページをご覧ください）

松山市立道後保育園
地域子育て支援セン
ター

松山市道後姫塚
123-1

089-932-6411 dougo@atomgroup.jp
http://www.dougohoikuen.com/
kosodate.shien.htm

毎月～金センタールーム開放（10：00～
12：00、13：00～16：00）
月～土・育児相談（8：30～17：00）

土日、祝日、
年末年始

親子ふれあい広場、赤ちゃん広場、絵本広場、青空広場、お散歩広場、育児講座、育児相談、サークル
支援　　　　　※申し込みが必要な場合もあります。予定、変更など詳細は支援センターへ問い合わせ下
さい

松山市立石井保育園
地域子育て支援セン
ター

松山市西石井
６丁目4-34

089-957-5311
http://www.nichiikids.net/nurse
ry/other/ishiikosodate/index.ht
ml

月～金10：00～16：00
土日、祝日、
年末年始

センタールーム(10〜16時の間親子で自由に遊べます。絵本の貸し出しもあり)、親子ふれあい広場（10:00〜11:30、１歳以上の親子が対
象、自由あそびの後ミニ集会。製作、リズム遊び、運動遊びなど。古川集会所：第１・３水、東石井分館：第１・３木、北井門集会所：第２火、
北土居集会所：第２木）、えほん広場（毎月第３火におはなしの会の方が様々な読み聞かせを行う）、赤ちゃん広場（０歳のみ）・わくわく広
場（１歳以降）、園庭開放（第１・３金）、育児相談（保育士が相談に応じる、電話でも可能）

味生保育園
地域子育て支援セン
ター

松山市北斉院町
759-1

089-951-7100 mibuho@city.matsuyama.ehime.jp
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/k
urashi/kosodate/boshi/kakuen/mibuh
o/mibuhosiennsennta-.html

月～金8:30〜17:00 土日
親子ふれあい広場、すくすく赤ちゃん、にこにこ赤ちゃんなど親子で楽しめる広場を味生地区の公民館
で行ったり、中津西集会所にて週３回のプレールーム（室内遊び場）を解説したり、子育て中の親子の
友達作りや育児相談等を行っています

社会福祉法人双星会高木保育
園　　　　　　　　　地域
子育て支援センター

松山市高木町252 089-979-0172 info@takagihoikuen.jp http://www.takagihoikuen.jp
月～土7:00～19：00
（土曜日のみ18：00）

日、祝日、
年末年始

ホームページをご覧ください

えひめ乳児保育園
地域子育て支援セン
タ

松山市清水町4-
23

089-925-1784 kosodate@orion.ocn.ne.jp http://www1.ocn.ne.jp/~nyuji/ 詳細はホームページ 土、日、祝日
ふれあい広場、赤ちゃんサークル、育児講座、園庭開放、ルーム開放、育児相談（メールで
の相談も可）詳細はホームページご覧ください。

未来保育園
地域子育て支援セン
ター

松山市来住町７３
０−３

098-970-1571 kosodate-sien@ehimefukushi.or.jp http://ehimefukushi.or.jp/kosodate/

月〜金
センター室開放　9:30〜15:30
ふれあい広場等 10:00〜
11:30

土、日、祝日

親子ふれあい広場（浮穴公民館；第１木、北窪田分館；第１火、未来保育園；１〜２歳第２木・２〜３歳第
２火）、赤ちゃん広場（浮穴公民館；第３木、未来保育園；第１金・第４金）、公園で遊ぼう（地域の公園月
１回）、園庭開放（浮穴保育園；第１月、未来保育園；第３月）、育児講座（手作りおもちゃ、おやつ作り、
お話の会、育児の講習会など）、その他、子育て相談、サークル活動の支援を行っています

和泉保育園
地域子育て支援セン
タ

松山市和泉北1丁
目20-18

089-943-5656 hoikuen@atomgroup.net
http://www.izumihoikuen.or.jp/i
ndex02.htm

詳細はホームページ 土、日、祝日 ホームページをご覧ください

カタリナ子育て支援広
場　ぽけっと

松山市北条600
聖カタリナ大学内

089-993-0750 pocket@catherine.ac.jp www.catherine.ac.jp/pocket/
月〜金　10:00〜15:00　※イベント等に
より時間が変更の場合あり
月〜金（月末）10:00〜12；00

土日、祝日、月〜金月末
午後、気象警報発令時
（ぽけっとHP確認可）

＜子育て広場開放＞開放時間内自由に過ごせます。飲食可
＜講座の実施＞赤ちゃんと絵本をつなぐ会（月に１回程度）、おもちゃでおしゃべりタイム（月に１回程
度）、保健室訪問（第３木11:00と13:00）、おたん生会（平日毎月月末10:30〜３０分程度）、地域交流
＜子育て中の相談＞

しののめ広場
『たんぽぽ』

松山市桑原3-2-1東
雲女子大学短期大
学内

089-931-6211
http://www.shinonome.ac.jp/sit
e/tanpopo/

月～金9：30～15：00
土、日、祝日、
大学の休業日

子育ての親と子どもが集い、出会い、学び合い、支え合う場の提供。子育てについての相
談、子育て情報の提供、子育て講習会の開催など。対象者は、主に０歳〜３歳までの未就
学児とその保護者

砥部町立砥部児童館
伊予郡砥部町岩
谷口115

089-962-2868 tobejidoukan@lib.e-catv.ne.jp砥部町役場→砥部児童館 10:00〜17:00
月、祝日、お盆、年
末年始（その他臨
時休館日あり）

<幼児クラブ>毎週水10:00〜11:30（登録制）、＜親子遊びの日＞毎週金10:00〜12:00（どな
たでも参加可能・町外の方も歓迎）、毎月特別行事や様々な遊びやおやつ作り、工作などし
ています（詳しくはホームページに載せています）

砥部町麻生児童館
伊予郡砥部町高
尾田1077

089-958-5187 asoujidoukan@lib.e-catv.ne.jp 火～日10：00～17：00
月、祝祭日、
お盆、年末年
始

＜幼児クラブ＞毎週木10時〜満３歳をむかえる未就園児をもつ親子＜親子クラブ＞毎週金11:30〜満２
歳をむかえる未就園児をもつ親子＜季節の行事＞七夕まつり、夏まつり、クリスマス会、もちつきなど＜
クッキング＞年６回程度＜ぐーちょきぱー＞毎月第2木14時〜15時未就園児をもつ親子

とべ子育てつどいの広
場「ぽっかぽか」

伊予郡砥部町高尾
田１１７１−３
あったか広場内

089-958-3405 pokkapoka.tobe@gmail.com
火〜金10:00〜16:00
月・土臨時開催あり

日、祝日、ほか
研修等で臨時休
みあり

つどいの広場（親子で遊べる広場）、ミニイベント（前髪カット、あんまやさん、キッズDAY、ベビーズ
DAY、誕生日会、こどものLet'sチャレンジ（リトミック、体操など）、ママのLet'sチャレンジ（アロマなど））
登録料100円／年、利用料100円／月

出張ひろば
「ぽっかぽかぷち」

伊予郡砥部町宮内１
３６９

090-9554-0295 月、木、金10:00〜16:00
祝日、研修等で
臨時休みあり

つどいの広場の開催、親子で遊べる広場、ミニイベントはなく遊べる場所です。登録料100
円／年

Happy House
上浮穴郡久万高
原町久万1444-5

0892-21-3192 sien@ikuwa.or.jp http://www.ikuwa.or.jp
月～金10:00〜15:00
（水は13:00、木は17:00まで）
第２、４土10:00〜15:00

第1、3月・土
日、祝日

ふれあい広場（毎週木10:30〜11:30）未就学児親子対象、遊びの提供、仲間つくり支援（制作、リズム遊び、食育、親子体操、ぶどう狩り
等）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Happyカフェ（月２回程度火10:30〜11:30）子育て学習講座（講演、グループワーク等）、カルチャー
レッスン（ハーブ教室、フラダンス等）　　　　　　　　　　　保健センターと合同で妊婦教室（年３回火曜日）、歯と離乳食教室（年３回水曜日）、
個別相談

NIKO NUKO館
上浮穴郡久万高
原町久万1457-1

0892-21-2335miko@ikuwa.or.jp
水・木13：00〜17：00
土9：00〜17：00

左記以外
クラブ活動（料理・手芸・フラダンス・ボランティア活動）・文化祭・親子クラブ・体操教室・創作活動・移動
児童館・クリスマス会・絵付け体験・花育キッズ（フラワーアレンジメント）・おもちつき体験・自然体験

久万高原町
つどいの広場

上浮穴郡久万高
原町上黒岩2913
番地

0892-56-0182nishino@kuma-mothergoosenokai.j www.kuma-mathergoosenokai.jp 月・水・金 9:00〜15:00火・木・土・日・祝日
乳幼児とその保護者が遊びに来ていただくことのできる広場。お子様への遊びの提供や、
ママのリフレッシュ講座や製作など、ママも子どもも心がほっとやすらぎ笑顔になれるような
遊び場です

                      　　　　　　　　　　　　　　　　    こうのとりネットワーク（2015年度更新）～児童館・地域子育て支援センター～
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東温市さくらこども館 東温市南方285-1 089-966-6169 sakura-kodomo@cnc.e-catv.ne.jp http://www.city.toon.ehime.jp
（４月～９月）9：30～18時
（10月～3月））9：30～17：30

火、祝日（火が祝日の場
合は翌日）、年末年始（こ
どもの日は除く）

幼児対象、親子クラブ（月2回程度）親子体操（週１回程度）おはなし会（月２回）、子育て相
談（週１回）、小学生クラブ（月１回）、その他にも長期休みには、特別イベントを実施（サマー
フェスティバル・クリスマス会など）

東温市いわがらこども
館

東温市横河原
1368-1

089-960-5003 iwagara-kodomo@cnc.e-catv.ne.jp http://www.city.toon.ehime.jp
(４月～9月）9：30～18：00
（10月～3月）9：30～17：30

火、祝日、年末年
始（こどもの日は除
く）

こあらクラブ（第１・３金曜日10：30～11：30）、小学生クラブ（事前申し込み登録制、月１回）、親子体操
（第２・４・５水曜日、金曜日11：00～11：30）、おはなし会（第1・3水曜日）、サマーフェスティバル、ハロ
ウィンパーティー、クリスマス会など

松前町児童館
伊予郡松前町昌
農内456番地1

089-985-3388 jidoukan@town.masaki.ehime.jp 火～日 8：30～17：00
月、祝祭日、年末
年始（12/28～1/4）

乳幼児のあそびを応援する「わんぱくサークル」（毎週木10:30〜）、クラフトやリトミックなど
毎回自由参加（参加無料）、乳児のお絵かき教室「わくわくアートクラブ」や「ダンスサーク
ル」、「習字クラブ」など子どもたちの活動を応援

松前町
地域子育て支援セン
ター

伊予郡松前町大字
筒井710-1　松前町
総合福祉センター２

089-985-4151 koce@town.masaki.ehime.jp http://www.town.masaki.ehime.jp
月〜金
9:00〜12:00・13：00〜
17:00    土　9:00〜12:00

土午後、日、祝祭
日、年末年始（12月
29日〜1月3日）

親子ふれあいサークル、育児講座、保育体験サークル、育児相談、自主グループ活動、遊
びステーション開放など　　　※内容詳細はホームページをご覧ください

伊予市児童館「あすな
ろ」

伊予市米湊３３３
番地４

089-983-5655 http://www.i-iyo.jp/ 9:00〜18:00

月、祝日（こどもの日は除
く、月曜が祝日の場合は
翌日）、年末年始（12月29
日〜１月３日）

親子体操・読み聞かせ・スポレク・けん玉練習会・コマ練習会・折り紙教室・卓球大会・わくわく工作・科
学遊び・クッキング・駄菓子屋さん・幼児クラブ・ボランティアクラブ・生け花クラブなど、季節行事（七夕・
おばけやしき・そうめん流し・ハロウィン・クリスマス・もちつきなど）　　　　　　　　　※詳しくはHPまたは
「つうしん」をご覧ください

伊予市児童センター
みんくる

伊予市尾崎３−１
伊予市総合保健福
祉センター　３階

089-989-9961 http://www.i-minkuru.jp 9:00〜18:00

月、祝日（こどもの日は除
く、月曜が祝日の場合は
翌日）、年末年始（12月29
日〜１月３日）

小さい子どもさんが遊べる「幼児室」、ボールあそびなどができる「体育室」、いろいろな絵本が楽しめる
「図書コーナー」などがあります。「乳児室」があり、飲食できる「集会室」があります
親子対象プログラム（「親子でplayチアフル」、「親子deプチスポ」、「ベビーマッサージ教室」、「おはなし
のへや」等）

志々満おひさまセン
ター

今治市桜井6-2-1
（志々満保育園
内）

0898-48-0254 ohisama@major.ocn.ne.jp http://sisima.jp

月～金9:00～14:00
土日、祝日、年
末年始

おひさまルームの開放（月～金9:00～14:00）；楽しい遊びや子育て情報コーナーがあり、絵本の貸し出しやスタッフによる子育て相談。『も
ぐもぐタイム』（11:30〜12:30）はお弁当を持ってきてランチタイムを楽しめる
日替わり活動；月「いっしょにつくろ」、火・金「おひさまタイム」（10；30〜３０分間程度、スタッフによるふれあい遊び、絵本・お話の読み聞か
せなど）、　水「園庭開放」、第１水「子育て相談日」（10:00〜12:30　センター専任相談員による子育て相談　※日程変更の場合あり）、毎月
２回サークル活動、毎月第２月〜金身体測定（11:00〜12:00）　ほか

今治市伯方児童館
今治市伯方町有
津甲3-1

0897-72-3055 hakataj@imabari-city.jp
水～日9：30～18：00
火13：30～18：00

月、祝祭日（子供の
日は除く）、年末年
始

親子クラブ（こっこクラブ）；毎週木10:30〜11:30、登録制、ふれあい遊び、絵本の読み聞かせ、工作、地元高校生との交流、ニコちゃん広
場；毎週水10:30〜11:00、乳幼児親子への遊び場や情報交換、交流の場の提供、館外指導（おでかけじどうかん）；随時及び月１回の定
期、「おでかけ親子クラブ」として大島の吉海地区へ月１回開催。周辺の島の保健センター、美術館、図書館などより要請を受け随時開催

今治市本町児童館
今治市本町5丁目
2-24

0898-32-3952 honmachj@imabari-city.jp
http://www.islands.ne.jp/imabari/k
osodate/jidoukan/index.html

火13:30〜18:00
水〜日9：30～18:00

月、祝祭日（子供
の日は除く）、年
末年始

季節行事（夏まつり、クリスマス会など年４回実施）、週末チャレンジ（工作、運動あそびな
ど）、　　　親子クラブ（登録制、月２回、１〜３歳幼児とその保護者対象の活動）

今治市枝堀児童館
今治市枝堀町1丁
目4-1

0898-32-2539 edaborij@imabari-city.jp
www.city.imabari.ehime.jp/koso
date/jidoukan/

水～日 9：30～18：00
火 13：30～18：00

月、火（AM）祝祭
日、年末年始（子
供の日は除く）

１．健全育成活動（自由来館自由遊び。季節行事、放課後児童クラブ指導など）２．子育て支援活動（親子クラブ活動、子育て交流タイム）
３．地域福祉活動（地域行事への協力参加、愛護班子ども会指導）⒋自然ふれあい体験事業（小学生サマーキャンプin小島、子どもプレイ
リーダー育成活動）5．おでかけ児童館事業（児童館利用できない地域での児童館活動、地域団体と協同することで児童健全育成、児童
館の周知を図る）、バリっこフェスタ

今治市樋口児童館
今治市波方町樋
口甲1755-1

0898-41-3348 hinokutij@imabari-city.jp
http://www.islands.ne.jp/imabari/k
osodate/jidoukan/index.html

水～日9：30～18：00
火13：30～18：00

月、祝日（こどもの日は除
く、月曜が祝日の場合は
翌日）、年末年始（12月29
日〜１月３日）

親子クラブ（毎月第１・３木曜、登録制）、ホッと☆タイム（毎月２回程度、自由参加の乳幼児
対象イベント）、季節の工作やスポーツイベントなど

今治市菊間児童館
今治市菊間町長
坂2001

0898-54-5366 kikuma-jidoukan@celery.ocn.ne.jp
http://www.islands.ne.jp/imabari/k
osodate/jidoukan/index.html

水～日9：30～18時
火13：30～18時

月、火（AM）祝祭
日、年末年始（子
供の日は除く）

季節行事（夏祭り、クリスマス会、運動会、合同スポレク、ハロウィンパレード）クラブ活動（集
団遊び、手芸クラブ）工作活動、未就園児とその保護者対象の親子活動、館外活動、お出
かけ児童館

今治市小部児童館
今治市波方町小
部甲153-10

0898-52-2027 obej@imabari-city.jp
http://www.islands.ne.jp/imabari/k
osodate/jidoukan/index.html

水～日9：30～18：00
火13：30～18：00

月、祝日（こども
の日は除く）、年
末年始（12/29～
1/3）

親子クラブ（第2・4木曜日、１～3歳児と保護者対象に登録制で活動）、押し花クラブ（毎月１
回、地域の講師を招いて、押し花を使った工作活動。幼児〜保護者まで幅広い世代で登録
制で活動）、工作の小部屋（毎月２回程度、季節行事を取り入れた工作を中心に実施）、そ
の他 季節行事など

波方児童館
今治市波方町波
方甲2029

0898-41-9770 namikataj@imabari-city.jp
http://www.islands.ne.jp/imabari/k
osodate/jidoukan/index.html

火13：30～18：00
水～日9：30～18：00

月、祝祭日
親子クラブ（1〜3歳児の親子対象）、季節行事イベント（工作など）、なみっこ踊り隊（南京玉
簾、ダンス、手話コーラス）、リトミック教室、読み聞かせ、院外指導

朝倉児童館
今治市朝倉下甲
529

0898-36-7102 asakuraj@imabari-city.jp
http://www.islands.ne.jp/imabari/k
osodate/jidoukan/index.html

水～日9：30～18時
火13：30～18時

月、火（AM）祝祭
日、年末年始（子
供の日は除く）

親子クラブ（毎月１木）1歳6ヶ月～3歳児対象の手遊び、運動遊び、季節の工作・わいわい
広場（毎週木）と（毎週金）・季節イベントなど

今治市虎岳保育園
地域子育て支援セン
ター　　　とらっこくらぶ

今治市鐘場長1丁
目2-25

0898-32-9800 imabari-kogaku@orion.ocn.ne.jphttp://www.imabari-kogaku.jp
月～金9:00～16：30
土9:00～14:00

日、祝日、
年末年始

<遊びの場の提供>毎月１回（３B体操、体操教室、おばあちゃんのおはなし会、誕生会・育児講座、児童館との交流）、月数回（制作、歌っ
て踊ろう♪、身体計測、園庭開放ほか）　＜地域の交流＞輪い和い親子広場、子育てネットワーク、とらっこひろば、健康相談ほか
＜子育てサークル支援活動＞ことらちゃんサークル、自主サークル「ポップ」
＜子育て相談＞月〜金9；00〜16：30　土9；00〜14：00（※第４水は主任児童委員が来園）　＜子育て情報の提供＞「とらっこだより」毎月
発行　　　　　　　　＜講習など＞歯科衛生士・保健師・主任児童委員ほか講師による育児講座や相談

新居浜市立瀬戸児童館
新居浜市瀬戸町
7-32

0897-41-1983 s-jidou@n-syakyo.jp
http://www.n-
syakyo.jp/contents/c_children/index.h
tml

9～17時
月、祝日
年末年始

サークル活動（0歳児毎週水）（1歳児毎週水）親子ふれあい遊び、季節工作、リズム遊び、
お母さん同士のコミュニケーション・遊びのひろば（一般来館児童対象）運動遊び、工作など

新居浜市立
上部児童センター

新居浜市中萩町
10番13号

0897-43-3612 j-jidou@n-syakyo.jp http://www.n-syakyo.jp/ 火～日9：00～17：00

月、祝日（月曜が祝
日の場合翌日）、年
末年始（１２月２９日
〜１月３日）、選挙
投票日

季節行事（こどもの集い・夕涼み会・お化け屋敷・4館合同行事『にいはまやんちゃKIDS』・校区文化祭・クリスマス会・もちつき大会・昔遊び
大会）　　　　クラブ（親子クラブ（２歳児）・幼児体育工作クラブ（4.5歳児）2クラス・小学生体育工作クラブ（小学１年生～３年生）１クラス・
ジュニアリーダークラブ（小学４年生～６年生）１クラス）
サークル（ベビーサークル（０歳～１歳の親子）・１歳児サークルA（１歳～１歳半の親子）１歳児サークルB（１歳半～２歳の親子））
なかよし広場（毎週土曜１４時～１５時、工作・遊びなど、※行事等で休みの場合あり）校区子育てサロン『萩っこ』、出前児童館、施設団体
利用

新居浜市立
川東児童センター

新居浜市八幡2丁
目10-22

0897-32-8966 k-jidou@n-syakyo.jp http://www.n-syakyo.jp/ 火～日9：00～17：00
月、祝日、年末年
始（12月29日〜1月
3日）

季節の行事（こどものつどい、夕涼み会、４館合同行事「にいはまやんちゃKIDS」、校区文化祭、クリスマス会、もちつき大会、昔あそび大
会、ベーゴマ大会）、クラブ（親子クラブ（２歳児）２クラス、（３歳児）１クラス、幼児体育工作クラブ（4、5歳児）２クラス、小学生体育工作クラ
ブ（小学1〜３年生）１クラス、ジュニアリーダークラブ（小学4〜６年生）１クラス）、サークル（にこにこひろば０、にこにこひとば１・２）、ともだ
ちひろば、校区子育てサロン、出前児童館、施設団体利用

新居浜市立
中央児童センター

新居浜市繁本町
8-10

0897-34-8600 ｃ-jidou@n-syakyo.jp http://www.n-syakyo.jp/ 火～日9：00～17：00
月、祝日（月曜が祝日の
場合翌日）、年末年始（１２
月２９日〜１月３日）、選挙
投票日

＜サークル＞ちびいず（首がすわって〜歩けるまで）、がきいず（よちよち歩き〜）、ザウルス（２歳以上）
＜季節の行事＞こどものつどい、夕涼み会、４館合同行事『にいはまやんちゃKIDS』、校区文化祭、クリスマス会、もちつき大会、昔あそび
大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜クラブ＞親子クラブ（２歳児）３クラス、（３歳
児）、１クラス、幼児体育工作クラブ（４、５歳児）２クラス、小学生体育工作クラブ、（小学１〜３年生）１クラス、ジュニアリーダークラブ（小学
４〜６年生）１クラス）　　　＜あそびのひろば＞毎週土14:00〜15:00、運動あそび、昔あそびなど　※行事等で休みあり　　＜校区子育てサ
ロンへの参加＞　＜出前児童館＞地域の子育て関係団体の希望に対し、レクリエーション、ゲーム、伝承あそびの提供　　　　　　　　　　＜
施設団体利用＞親子交流会や昼食利用　など

朝日保育園
地域子育て支援セン
ター

新居浜市新須賀
町　　3丁目4-5

0897-33-0188 asahihoikuen@triton.ocn.ne.jp 9～17時
日、祝日、年末
年始

サークル（火水木）9～11：30、自主サークル、地域子育てサロン出前保育・相談（手遊び、
親子ふれあい遊び、クッキング、園庭遊び、絵画製作、読み聞かせ、園児と交流、育児講
座、子育て相談）

社会福祉法人立石会泉川保育
園　　　　　地域子育て
支援センター

新居浜市松原町
11−15

0897-44-6611 月〜土　10:00〜16:00
日、祭日、年末
年始、地方祭

子育てサークル（４月登録制、０歳児、１歳児、２歳児：親子ふれあい遊び、親子リトミック、
親子ヨガ教室など）、母親サークル（クッキング、手芸など）、フリーディ（支援センター室、園
庭開放）、育児相談（電話相談、来園相談）

西条市東予西児童館
西条市広岡甲92−
2

0898-66-5342 to-jidokan@saijo-city.jp 火～日8:30～17:00
月、祝祭日（こども
の日・文化の日は
除く）・年末年始

子育て支援事業、幼児クラブ（水10:30〜11:30、１〜２歳児を対象、定員15名、リズム遊び、
制作遊び、運動遊び、お絵描きなど週ごとに開催）、ちびっこ広場（火・木10:30〜11:30、幼
児親子を対象に遊び場を提供し、幼児および親と親の親睦や交流を図る）

西条市丹原地域子育て
センター　さくらんぼ

西条市丹原町来
見　　甲1051

0898-73-2141 cherry-k@nbn.ne.jp 月～金9：00～17:00
土日、祝日、年
末年始

育児相談（電話、来園、育児サークルにて相談）、育児サークル・さくらんぼルーム（地域の公民館で実
施、登録制）、育児講座、園庭開放（地域の保育所、認定こども園で実施）、なかよし広場、三世代交流
（さくらんぼルーム・こっころ♡）、子育て情報（さくらんぼつうしん、毎月発行）など

社会福祉法人
飯岡保育園

西条市飯岡3240-
2

0897-56-2381 osanago.24@shikoku.ne.jp
http://www.shikoku.ne.jp/iiokahoik
uen/

9～17時 土日、祝日 親子サークル、育児相談、育児講座、園庭開放、出張保育

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうのとりネットワーク（2015年度更新）～児童館・地域子育て支援センター～
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四国中央市　みしま児
童センター

四国中央市三島中央２
丁目１−１８ 0896-28-6072 jido-c@city.shikokuchuo.ehime.jp 8:30〜17:00

日、祝祭日、年
末年始

内子町　内子児童館
喜多郡内子町内
子2019

0893-44-3101 月～土　9：00～17：00 日
親子クラブ、むつみ会（年４回、お一人でお住いのおばあちゃんとの交流）、たけのこクラブ（地域の母親のクラブ、趣味の会、料理教室、講
演会など）、ふれあい事業（年６回、地域の高齢者の方達と子どもの交流会、遠足、七夕まつり、運動会、もちつき、七草探し、うどん作
り）、なかよしクラブ（登録制、内子町小学校１〜６年生）、児童館行事（季節の行事、防犯パレード、お楽しみ会、クリスマス会、J−１グラン
プリ、科学遊びなど）

五十崎児童館きらり
喜多郡内子町五
十崎甲1288番地

0893-44-2001 月～土　10：00～17：00 日 親子クラブ、ママクラブ、学童クラブ（小学生対象）

松丸保育園
北宇和郡松野町
大字松丸166番地

0895-42-0204
mn-
matsumaru@town.matsuno.ehime.j
p

火金9：30～11：30
月水木9:30～15:00（自由
開放）

土日、祭日
室内遊び、園庭遊び、お散歩、絵本、紙芝居、手遊び、ふれあい遊び、季節の壁画の制作（親子で）ほ
か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講習会
（消防士による心肺蘇生法、赤十字奉仕団による災害時の体の清潔、赤十字ぬくもり子育て広場）

西予市野村児童館
西予市野村町野
村11-35-1

0894-72-0374 n-jidoukan@city.seiyo.ehime.jp
金～月8:30～17：00
水・木13：30～17：00

火、年末年始
子ども劇場（５月）、こどもまつり（１０月）、カンガルークラブ、わらべうたベビーマッサージ、工作牧場
※平成２７年４月から野村地域教育福祉複合施設（愛称：ゆめちゃんこ）２階に移転し、併設された市民
図書館野村分館等と合同で各種イベントを行っています（例；夏まつり、ハロウィンプチパーティー、クリ
スマス会など）

大洲市立徳森児童セン
ター　　　　　（大洲市徳森
支援センター併設）

大洲市徳森1809-
1

0893-25-4735 （大洲市のホームーページに載っています） 9：00～17：00
火、第2・4水、　祝
日、年末年始（12月
29日〜１月３日）

平成２７年度から徳の森支援センターとして、拠点事業を行い、母親の子育ての不安が多いので、子育て支援を充実させる活動を行って
います。児童に健全な遊びを与え、健康増進、情操をゆたかにして、健全な発達を図っている。児童のスポーツに親しむ習慣、運動の仕
方、技能の習得、精神力のかん養により体力と気力の増進を図っています

宇和児童館
西予市宇和町神
領　529-1

0894-62-7331
yuka.yamamoto@city.seiyo.ehime.j
p https://www.city.seiyo.ehime.jp 火、年末年始

子育て支援事業（ぷちっこ村、ちびっこ村、プチカルママ、スキップclub等）
児童館事業（カプラの日、おたのしみ会、クッキング、うわっこNo.1、おはなしの部屋、創作活
動等）

八幡浜児童センター
八幡浜市栗ノ浦
463－1

0894-22-5171
火～日、月が祝日の場
合9：30～18：00

月、祝日（月が祝日の場
合は火）、年末年始（12月
29日〜１月3日）

クラブ活動（日午後〜月2回、小学生対象、製作、スポーツなど）、クッキング（土午前中月1
回、小学生対象）、月ごとの行事をとり入れ活動（毎月１回、キャンプ、野レク、遠足、クリス
マス会など）

八幡浜子育て支援セン
ター

八幡浜市栗ノ浦
463－1

0894-22-5171
火～日、月が祝日の場
合9：30～18：00

月、祝日（月が祝日の場
合は火）、年末年始（12月
29日〜１月3日）

年齢別コースごとの親子遊び（毎月1回、手あそび、リズムあそび、運動あそびなど）、作ってあそぼう（毎月１回、季節にあった製作物を
作って楽しむ）、フレンド（毎月１回、季節ごとの親子あそび、運動会、遠足、消防署の見学、シニア交流、クリスマス会、育児講座等）、誕生
日会（毎月１回、月ごとに誕生児をお祝い）、なかよし広場（毎月１回、各公民館へ出前、親子にあそびを提供）、育児体験（公立の幼稚
園、保育所にて園児と交流しながら親子であそび体験）

大和保育所
地域子育て支援セン
ター

大洲市長浜町
下須戒8-2

0893-59-3773
月～金　9：00～12：00
13:00〜17:00 土日、祝祭日

年末年始

育児サークル（ひまわりクラブ；いろいろな遊びの提供、誕生会、なかよし広場；近くの保育所と交流、園庭開放、さくらんぼクラブ；多胎児
ママを応援　など）育児講座；子育てに関する講習・講師を迎えての講習など（歯科相談・えほん読み聞かせ・ママさんストレッチなど）、育
児相談（面談・電話相談、エンゼル相談（保健師）、栄養相談（管理栄養士）など）、情報提供（子育てに関する情報「にこにこだより」を毎月
発行）

大洲市大洲児童館 大洲市大洲830-1 0893-24-2285

第１・３週水〜月
第２・４週木〜月
9:00〜17:00

火、第2・4水、祝
日、年末年始（12
月29日〜１月３
日）

年間事業（１．地域児童の任意利用に供する活動、２．児童個人・集団指導活動、３．子育て支援の援助、４．地域活動の援助、５．その他
児童の健全育成活動）＊平成２７年度から地域子育て支援拠点事業を開始
内容＜集団指導＞にこにこクラブ（０〜１歳）、ひよこクラブ（２〜４歳）、あひるクラブ（就園児）＜クラブ＞スポーツクラブ・創作クラブ・クッキ
ングクラブ＜行事＞みんなの行事（児童）、子育てひろば（幼児）

愛南町 御荘夢創造館
南宇和郡愛南町
御荘平城1911

0895-72-1116 m-yumesozo@town.ainan.ehime.jp 水～月 9:00～17:00
火、祝日、年末
年始（12月29日
〜1月3日）

活動教室(町内小学生対象、パソコン、将棋、油絵、百人一首、工作、手話、版画、合唱）、作って遊ぼう
（幼児親子対象、毎月第４日14:00〜15:00）、おはなし会（参加自由、毎月第３日11:00〜）、子ども映画
会（参加自由、毎月第２日14:00〜16:00）

宇和島済美保育園
宇和島市丸穂町３
丁目2−30

0895-22-0512 saibchd@orion.ocn.ne.jp http://www.ans.co.jp/n/uwajimasaib
月〜金　7:00〜19:00
土　7:00〜18:00

日、祭日
子育て支援事業（母児童児通園、５回／週）、一時預かり保育（各クラス、０〜５歳
児、月〜金　8:30〜16:00）、延長保育（措置児のみ、18:00〜19:00）

立正保育園
子育て支援センター
こばとルーム

宇和島市神田川
原新３

0895-22-1377 rissho@aria.ocn. http://www.rissho-hoikuen.jp 月～金　9:00～15:00 土日、祝祭日
季節行事（七夕かざり、プールあそび、運動会、おまつりごっこ、クリスマス、節分、おひなさま作り、戸外あそび、リサイクル市、おもちつき
など）、育児講座（保健師、栄養士、歯科関係、警察、消防署（訓練など））、育児相談、　月・水テーマ遊び（親子ふれあいあそび、制作あ
そび、体操、リズムあそび）、園児との交流、地域の方と交流、絵本や絵芝居の読み聞かせ、給食試食会（１～３月）、親子クッキング（おに
ぎり作り、ホットケーキ作りなど）、出張支援（第３木、三間コスモスひろば）、親子のひろば（第２木）

はまゆう乳幼児保育所
地域子育て支援セン
ター

南宇和郡愛南町
御荘平城5274

0895-72-4328 hamayuu@ec4.technowave.ne.jp http://www.ans.co.jp/n/hamayu
サークル　月12：00～17：00
火・木　8：00～13：00
園庭開放　水・金 8：00～17：
00

土日、祝日、年
末年始（12月29
日〜1月3日

サークル日（自由遊び、体操、手遊び、リズム遊び、シアター、絵本の読み聞かせ等）、手作りおやつ
（第２木）、誕生会（月末）、季節の手作り制作（月１回）、その他（親子スイミング、親子遠足、親子クッキ
ング、親子ヨガ、キッズ体操、お買い物ごっこ、運動会ごっこ、ミュージックケア、思い出の制作、夕涼み
会 クリスマス会など）

　　施設名 　住　　　　　所 電　話　番　号　　　　　E-mail 　　　　ホームページ 　　実施曜日・時間 　休館（園）日 　　　　　　　　　　　　　　内　　　　　　　　　　　　　　　容

NPO法人SIDS家族の
会中四国

松山市辻540-5 090-9775-5162 sids-ehime@dol.hi-ho.ne.jp http://www.sids.gr.jp
電話メール相談随時　ミー
テイング等不定期（年4回）

流産や死産、SIDS、その他の病気等で赤ちゃんを亡くされたご家族への精神的サポートを
目的とし電話、メール相談、グループミーテイング、広報活動、教育活動、調査研究協力、
国際会議への参加などをしている。

いよてつ高島屋本館4F
育児相談室

松山市湊町5丁目
1-1

089-948-2111（代）
毎週水、金、毎月第1・3・5
土、第2・4日
12：00～16：00

妊婦、乳幼児を対象に身体計測や子育て全般の相談を無料で実施。毎月第２日曜日は小
児科医による相談も実施（13:00～15:00）

松山三越５Ｆ
ベビールーム

松山市一番町3-
1-1

089-934-8096 火〜日10：00～16：00
月（但し月祝日
の場合は翌日）

日常生活における無料育児相談（身体測定、児への関わり方、子育ての不安や悩みな
ど）、離乳力講座（要予約）、各種イベント、妊産婦相談

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こうのとりネットワーク（2015年度更新）～児童館・地域子育て支援センター～

　　こうのとりネットワーク（2015年度更新）～子育てセンター、親の会、デパート～


