団体名
ホームページアドレス

活動内容・対象

主な活動場所

連 絡 先

特定非営利活動法人
あいちかすがいっこ
（代表理事：松元 永己）

特定非営利活動法人
あいち かすがいっこ

0568-84-2633

https://kasugai-kosodate.org/

■ママの様々なはじめの一歩を応援する団体です■
・春日井市の子育て情報発信サイト「春日井ハッピーマムズ」の運営
・「あいち防災プロジェクト」の運営
・～見つかる つながる ママのネットワーク～ ママの文化祭®主催
・誰でも立ち寄れる、ママが作ったママのための場所「ママステ
ーション」の企画運営
※出張ママステーションを月一回開催

090-3484-2633
kasugai_kosodate@yahoo.co.jp

大和エネルフ（株）
カスタマーセンター

★instagram

KASUGAI_KOSODATEにＤＭを！
https://ameblo.jp/kasugai-kosodate

対象地域 企画により異なる
https://www.facebook.com/kasugai.co

対象者

事業により異なる
特定非営利活動法人あっとわん
（代表理事：河野弓子）

特定非営利活動法人
あっとわん
「自立する市民の場づくり」を基本理念とした、子育て支援とまちづ
くりの団体です。
・春日井市東部子育てセンター（指定管理）
つどいのひろば／一時預かり／親子教室／各種イベント
・子育て支援講座・子育て相談
・発達支援ルームくまたん（児童発達支援）
・障がい者生活支援センターあっとわん（市委託）

0568-92-5481
あっとわん
（サンマルシェ南館
B1F）
東部子育てセンター
（サンマルシェ・アピタ
館B1F）

atone5481@gmail.com

https://npo-atone.jimdofree.com/

対象地域 事業により異なる
https://www.facebook.com/npoatone/

対象者

事業により異なる

アレルギー歩みの会

田中 香
防災訓練等でアレルギー対応備蓄品の展示による啓発活動や相談
ご要望があれば食物アレルギーマイスターが出向き「食物アレルギー
勉強会」や「お話会」「交流会」も開催します。
お気軽に問い合わせください。

allergy.ayumi@gmail.com
不定

対象地域 制限なし
対象者

どなたでも

あんじゅ

服部 千奈
090-1297-5662
『子育てを笑顔で楽しく』
親子で楽しい講座や、子育て中のママの「子連れDE」シリーズの習い げんきっ子センター
h26_ange@yahoo.co.jp
事講座を開催しています。毎日楽しく過ごしましょう！
総合福祉センター
PRECIOUS GARDEN２
階
対象地域 市内及び近郊在住

https://ameblo.jp/ange-kasugai

対象者
ウサギクラブ
子育て支援サークル

https://usagiclub2011com.jimdofree.com/

春日井市更生保護女性会

０歳～小学生の子どもとその保護者
加藤 美奈子

春日井市内で病気を持つお子様を育てるお母様の精神的サポートをす
る活動をしています。病気の種類は問いません。
事業内容は、メール相談をメインで行っています。何か心配なことが
ございましたらご連絡ください。

対象者

（社）倫理研究所
家庭倫理の会名古屋市
根っこのこ

原科 早苗
げんきっ子センター
子育て支援センター
（上八田）

0568-８１-８１８８（電話）
0568-８３-８３３９（ＦＡＸ）

０～３歳の子どもとその保護者
小菅 祐美

親子のスキンシップを楽しみながら、ママもお子さんも元気いっぱい
笑顔いっぱい、子育てがさらに楽しく楽になる活動をしています。子
育て中のすべてのママを応援しています。一緒にしあわせ子育て楽し
みましょう。親子広場「ふれあいクラブ」、親子ふれあい教室「スキ
ンシップたいむ」、自然育児プラス、ヨガクラブなど各年齢に合わせ
た活動や、子育て講演会を開催しています。

0568-57-0825（電話・FAX）
げんきっ子センター
ささえ愛センター
グリーンパレス春日井

090-8869-8563
mahoutukaimama@yahoo.co.jp

対象地域 市内及び近郊在住
対象者

０歳～小学生までの子どもと保護者

妊産婦さんや子育て中のお父さん、お母さんを対象に開催していま
す。家庭教育の大切さを考え、講師による講話やアドバイスを参考に
喜んで、楽しく子育て出来るように支援し、またグループトークで受
講者同士共感し合い安心感が持てるようにセミナーを開催しておりま
す。

金村 秋乃
052-736-6328（電話・FAX）
レディヤンかすがい

対象地域 春日井市、名古屋市、瀬戸市、小牧市
対象者
子育て“だんだん”

ウサギクラブ子育て支援サークルホーム
ページにお問い合わせ

０～12歳までの子どもを持つ保護者

・育児講座の託児を中心に親子教室などの準備やミニサロンへの参加
・救急法講習会の託児

対象者

https://www.facebook.com/kasugai.naden
ade/

－

対象地域 市内在住

対象地域 市内在住

かすがい☆
スキンシップたいむ

090-4260-5095
usagiclub@smile.email.ne.jp

妊産婦から思春期のお子さんを持つ保護者
西川 里絵

研修、講座、サロン時の託児をしています。

市民活動支援センター
レディヤンかすがい
コロニー緑の家
総合保健医療センター
その他

対象地域 市内在住
対象者

080-6913-8266
uhvi3qnv@tg.commufa.jp

０～３歳の子どもとその保護者

－1－

090-2268-5447
ma724-a1217-ri321@docomo.ne.jp

団体名
ホームページアドレス

活動内容・対象

主な活動場所

連 絡 先

小島 まゆみ
子育てひろば＆アロマ空間
ふぁいん

ベビーマッサージ、わらべうたで親子の触れ合い、絆を深めるお手伝
いをします。
アロマ会（子育てに役立つメディカルアロマ、クラフト）開催

0568-31-3524（電話・FAX）
自宅
公民館
アミランド

090-6575-7007
aroma612fine@gmail.com

対象地域 市内及び近郊在住
対象者
新日本婦人の会
春日井支部
https://www.shinfujin.gr.jp/

０～３歳の子どもとその保護者
山下 まり子

一人ぼっちのお母さんをなくそうと、子育て不安や悩みなどを抱えて
いる女性たちに声をかけ、赤ちゃん親子リズム、親子エアロ、学校カ
フェを通して、親同士の交流と情報交換を定期的にしています。

0568-84-5199（電話・FAX）
地域の公民館

https://twitter.com/snfj_kasugai

対象地域 市内在住
対象者

０歳～中学生の子どもとその保護者

森遊舎

https://www.facebook.com/shinyusha199
7/

小林 直美
春日井の自然豊かな環境を生かし、1997年から子どものペースで森
のさんぽ、川遊び、生き物とのふれあい、野外料理、自然物のクラフ
トづくりなどを楽しんでいます。自然の中での保育経験のあるスタッ
フが案内し、保護者も主体的に活動に参加しながら子どもたちの成長
をみんなで見守っています。平日活動の「おさんぽ」と日曜日活動の
「野遊び」があります。「野遊び」はお父さんの参加も多いです。

090-9184-6692
morinotankentai@yahoo.co.jp

春日井市廻間町・
細野町

対象地域 制限なし
対象者
チェリーキッズ

https://ameblo.jp/cherrykidsmama/

「おさんぽ」：１～６歳のお子さんと保護者
「野遊び」：３歳～小学生のお子さんと保護者
（弟妹の参加も可）

多胎児を持つ母親のサークルです。多胎児ならではの悩みなど、気兼
ねなくおしゃべりを楽しんでいます。バザーなども行っています。マ
タニティママも参加可能です。
毎月第２火曜日 午後１時～午後３時30分

子育て支援センター（上八田）

子育て支援センター
（上八田）

対象地域 市内在住
対象者

0568-85-8824（電話）
0568-85-9360（FAX）

０～３歳の子どもとその保護者

トマトの会

倉屋 裕子
軽度発達障がいの子どもをもつ保護者の集まりです。子育ての悩みや
喜び、今、困っていることなど、親同士で気兼ねなくおしゃべりする
場です。体験談も聞けるので、参考になりますよ。

春日井市福祉文化体育
館・音楽室

0568-85-3763
（17:00以降）

対象地域 市内在住
対象者
どろんこ

制限なし

絵本の読み聞かせ、手あそび、工作などを通して親子の交流を行って
います。また、遠足、運動会、クリスマス会など季節のイベントも多
数！見学も随時行っていますのでお気軽にどうぞ。
毎週金曜日 午前１０時～１１時３０分

渡部 裕子
090-9900－5146
白山小学校
（味美白山町）

kanon-siy7@docomo.ne.jp

対象地域 市内在住
対象者

０～３歳の子どもとその保護者

にこにこクラブ

伊藤 亜里沙
親子で楽しく英語に触れ、遊びながら先生やお友達と関わります。英
語の絵本の読み聞かせや歌に合わせてダンスしたりします。
毎月第２・第４水曜日

https://ameblo.jp/niconicokasugai/

niconico.oyako.club@gmail.com
交通児童遊園

対象地域 制限なし
対象者

０歳～３歳の子どもとその保護者

にじいろキッズ

山根 真弓
多様なニーズのある子ども（軽度発達障がい）とその家族の交流を深
め相互支援のネットワークを作ることを目的としています。
年に６回ほど 午前10時～12時まで

090-6363-0320
子育て子育ち総合支援館

対象地域 市内在住
対象者
友の会 春日井グループ
はぐくみの会

主に小学生以上の子どもとその保護者
杉本 敦子

子育て中の悩みや不安をどう乗り越えたらよいか、羽仁もと子著作集
を仲間と読み合いながら勉強しています。

0568-82-1025（電話・FAX）
不定

対象地域 近郊在住
対象者
はじめの一歩

０～６歳の子どもとその保護者

げんきっ子センターにおいて、講座の託児のお手伝いを、また、来館
の皆さんに、絵本の読み聞かせや“にこにこ劇場”を行っています。
他の施設から託児の依頼を受けたり、地域の「子育てサロン」「子ど
も会」「子どもの家」「児童クラブ」でもお楽しみ会のお手伝いもし
ています。“子ども達に笑顔を！”“子育てママにも笑顔を！”未来
を担う子ども達の健やかな成長を願う優しいお母さん達の集まりで
す。
対象地域 市内在住他、車で１時間以内であれば可
対象者

０～３歳の子どもとその保護者
※子ども会、小学生、高齢者の方も可

－2－

加藤 泰子

げんきっ子センター他、
市内

090-9902-0048

団体名
ホームページアドレス

はらぺこ食堂

活動内容・対象

主な活動場所

活動テーマ「楽しくみんなで食べよう！」第２または第３金曜の夜に
子ども食堂を開催。子供のみならず親子や年配の方までのふれあいの
場所を目指しています。食材は個人や企業から寄付を頂いています。
普段とは違う食材や調理の工夫で「食」の楽しさも伝えていきたいと
考えています。卵・乳・小麦粉不使用です。その他アレルギー対応可
能ですので事前にお問い合わせください。

連 絡 先

伊藤 佳奈

kasugai_harapeko@outlook.jp
てとりんハウス

対象地域 市内及び近郊在住
https://www.facebook.com/kasugaiharape
ko/

対象者

特定非営利活動法人
まちのエキスパネット

どなたでも

「子どもとまちの相談窓口」として、こどもとまちのサポートセン
ターを運営しています。
① ・子どもの発達への悩み
・子育てへの不安
・学校への行きづらさなどの悩み など相談できます。
②療育、教科・体育・創作の学習、就労支援を行っています。
③子どもに関する活動場所のレンタルを行います。

特定非営利活動法人まちのエキスパネット

0568-37-2933（TEL&FAX）
高蔵寺まなびと交流セン
ター（グルッポふじと
う）３階

info@expanet.jp

対象地域 制限なし
http://expanet.jp/

対象者
特定非営利活動法人
ママライフバランス
春日井支部

どなたでも

私達ママバラは、ママの私と個の私のバランスを自分自身の幸せの軸
に沿って取ることを大切にしています。子育て真っ最中のママが実体
験により「バランスを取れるようになった」や「ピンチを突破した方
法」を情報のバトンにしてオンラインでシェアしている団体です。春
日井支部では、春日井在住のママが地域密着・リアルな交流の場でバ
トンをつなげていきます。お気軽に遊びに来てください！
対象地域 市内在住

鳥居 麻加

mamabara.shibu.15@gmail.com
オンライン
わんパーク春日井
大和エネルフ（株）
カスタマーセンター内
★instagramは
「mamabara.kasugai」

https://npo.mamabara.net/

対象者

森のようちえん
子育ち園『でんでんむし』

０～３歳の子どもとその保護者

自然の中で思う存分遊びます。雨の日もカッパを着て森の中へ。晴れ
の日とは違う森も楽しみます。お絵描きや工作、造形遊びや日本の伝
統行事・季節のイベント等も行います。地域の方々とのふれあいも多
く、子どもから大人までが自然体験や生活体験を共に楽しむ中でお互
いに学びあい、関わり合いながら次世代を担う子ども達の成長をあた
たかく見守っています。
対象地域 制限なし

https://dendenmushi.crayonsite.net/

対象者

森のようちえん
ねっこぼっこ

https://morinekkobokko.amebaownd.com/

阿部 恵美
kosodatienn@yahoo.co.jp

春日井市
隣接する地域
（小牧市、瀬戸市、多治
見市等）の自然の中

０～12歳（大学生まで可）の子どもとその保護者
【でんでんむし広場】 ：０～３歳
【でんでんむし】
：３～６歳
【休日版でんでんむし】：０～12歳（大学生まで可）
【つぼみ組】
：０～12歳（大学生まで可）

「親子さんぽ森ひろば」は、未就園児の親子でおさんぽを楽しみま
す。「家庭保育ねっこぼっこのおうち」は、２～６歳のお子さんを有
資格者を中心に保育し、里山さんぽ・にじみ絵・野外料理・季節の行
事を行います。保育や行事はできる範囲で保護者にも協力をお願いし
ています。親同士・子ども同士・親子同士の交流を深め、我が子の育
つ姿をゆっくりじっくり見ていたいという思いをもつ仲間と共に活動
中です。（開放日・見学受付あり。）

織田 敦子
090-8078-1761
nekkobokko@gmail.com
春日井市東部の自然の中

対象地域 制限なし
対象者
ヤンパ

【森ひろば】０歳～未就園児親子
【森のようちえん】３歳～６歳

コリアンの親子が集まる会です。
親子交流など年間を通して、5～６回の行事があります。
月１回東春朝鮮初級学校幼稚班で行われている開放保育に参加してい
ます。

申 聖華
70-5520
東春朝鮮初級学校

080-5139-6680

対象地域 市内在住
対象者

０～３歳児の子どもとその保護者

ゆりかご
公共施設での親の勉強会、講演会、講座、検診等の子供の見守り
対象地域 市内在住
対象者
らるご

味美保育園
レディヤンかすがい
ささえ愛センター
総合保健医療センター
げんきっ子センター

千田 康子
090-5113-0322

０～３歳の未就学児

ダウン症や染色体異常の子どもを持つ親たちが、子ども達が障がいを
持っていても普通の子どもたちと同じように暮らしていくためにはど
うすればいいかを考える会です。
毎月1回、（平日午前10時30分～12時）定例会、2ヶ月毎1回、（主
に日曜日午前10時30分～12時）音楽療法を開催し、情報交換・親睦 総合福祉センター
交流を図っています。
対象地域 市内及び近郊在住

https://ameblo.jp/largo2010/

対象者
りんぐ

年齢制限なし

・０歳（２ヶ月）からのベビーマッサージとママの交流会
・おじいちゃん、おばあちゃんと“ふれあいじかん”
～世代間交流～
お母さんの笑顔＋子どもの笑顔＝楽しい育児（育自）を一緒にしま
しょう
対象地域 市内在住

対象者

０～３歳の子どもとその保護者

－3－

松元 永己
090-9454-1234
mamatoasobou_ring@yahoo.co.jp
げんきっ子センター
あいゆうの森
（如意申町）
ひつじのおうち
（上条町）

◎子育て世代向け情報
・子育て情報発信サイト（春日井ハッピーマムズ）
市内の子育てに関するイベントや講座をリアルタイムに検索できます。
イベント体験レポートや親子の写真、面と向かっては言いづらいサンクスメッセージも掲載中で
す。
https://kasugai-happymams.jp/

・かすがい子育て応援店舗
子育て世帯に配慮した取組みを行っている店舗を「かすがい子育て応援店舗」として登録してい
ます。お子さんを連れて外出する際のお店選びに、ぜひご利用ください。
https://www.kasugai-ichioshi.com/kosodate/

・子育て家庭優待事業（はぐみんカード）
子育て家庭を地域社会全体で支える取組で、18歳に達して最初の３月31日までの子どもとその
保護者や妊娠中の方が、協賛店舗等で市が配布する優待カード「はぐみんカード」を掲示すると、
全国47都道府県の協賛店舗等が独自に設定する様々な特典を受けられます。
https://www.city.kasugai.lg.jp/mirai/1002397/kosodate/kosodateyutai/index.html

・お父さんのための子育て応援アプリ
愛知県では、お父さんのための子育て応援アプリ「子育てハンドブック お父さんダイスキ」を無料
配信しています。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kosodate/0000038262.html
＜ダウンロードサイト＞
Android用 Google Play Storeで「子育てハンドブック」と検索
iPhone用 App Storeで「子育てハンドブック」と検索
※スマートフォンをお持ちでない方には、「あいちはぐみんネット」からPDF版の閲覧及び簡易版
のプリントアウトができます。
https://www.pref.aichi.jp/kosodate/hagumin/

・雨の日も体を動かせる施設
春日井市には、雨の日も体を動かせる施設があります。
施設によって、ソフトブロックやマット、卓球台などがあります。
雨の日にどこへ行こうか悩んでいる保護者の皆さん、ぜひこれらの施設をご利用ください。
https://www.city.kasugai.lg.jp/mirai/1002397/1019118/1019194/index.html
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団体名
ホームページアドレス

味美地区
社会福祉協議会

活動内容・対象

連 絡 先

春日井市社会福祉協議会
子育て支援サロン
①「たんぽぽ教室」
毎月第２・４木曜日 午前10時～11時30分
②「ベビーたんぽぽ」
毎月第１木曜日 午前10時30分～11時30分

対象地域
対象者
勝川地区
社会福祉協議会

主な活動場所

0568-85-4321

①中新町学習等供用施設
②味美ふれあいセンター

市内全域（駐車場が少ないため活動先まで、徒歩又は自転車
で参加できる方）
①０～３歳の子どもとその保護者
②０歳児（２～１１ヵ月頃）とその保護者

春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「スマイルキッズ」
毎月第２火曜日 午前10時～11時30分
勝川南部学習等供用施設

0568-85-4321

対象地域 勝川地区社協内
対象者
小野地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「ぴよぴよ」
毎月第３金曜日 午前10時～11時30分

0568-85-4321
小野学習等供用施設

対象地域 市内全域
対象者
上条地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「かにらっこ」
毎月第3金曜日 午前10時～１１時３０分

0568-85-4321
上条区集会所

対象地域 市内全域
対象者
牛山地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「子育てひろば」
毎月第２金曜日 午前10時～正午

0568-85-4321
牛山東部公民館

対象地域 牛山地区社協内
対象者
関田地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「レインボーキッズ」
毎月第３木曜日 午前10時～11時30分

0568-85-4321
関田公民館

対象地域 市内全域
対象者
東野地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「チェリーキッズひがしの」
毎月第2火曜日 午前10時～11時30分

0568-85-4321
東野公民館

対象地域 市内全域
対象者
神領校区地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「にこにこきっず」
毎月第４火曜日 午前10時～午前１１時３０分
堀ノ内町公民館

0568-85-4321

対象地域 市内全域
対象者
不二・出川地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「竹の子会」
毎月第３火曜日 午前10時～11時30分

0568-85-4321
出川町公民館

対象地域 市内全域
対象者
高蔵寺地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「ぽっぽキッズの会」
毎月第４月曜日 午前10時～11時３０分

0568-85-4321
高蔵寺ふれあいセンター

対象地域 高蔵寺地区社協内
対象者
藤山台地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「きらきらキッズ」
毎月第２・第４金曜日 午前10時～11時40分

0568-85-4321
藤山台８・９・10丁目町
内会集会所

対象地域 市内全域
対象者

０～３歳の子どもとその保護者
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団体名
ホームページアドレス

岩成台西地区
社会福祉協議会

活動内容・対象

主な活動場所

連 絡 先

春日井市社会福祉協議会
子育て支援サロン
①「すきっぷ」
毎月第２火曜日 午前10時～11時30分
②「すきっぷママカフェ」
毎月第４金曜日 午前10時15分～11時45分
※協力金100円をお願いします。

0568-85-4321
①岩成台西町内会集会所
②東部ほっとステーショ
ン
(サンマルシェ南館１F)

対象地域 市内全域
対象者
石尾台地区
社会福祉協議会

0～３歳の子どもとその保護者

春日井市社会福祉協議会
子育て支援サロン「たんぽぽ広場」
毎月第２もしくは第３月曜日 午前10時～11時30分

0568-85-4321
石尾台小学校開放教室
（7～10月は石尾公園）

対象地域 市内全域
対象者
押沢台地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「すくすくクラブ」
毎月第４木曜日 午前10時～正午

0568-85-4321
押沢公園集会所

対象地域 市内全域
対象者
白山地区
社会福祉協議会

０～３歳の子どもとその保護者
春日井市社会福祉協議会

子育て支援サロン「ぷくぷく」
毎月第３金曜日 午前10時～11時30分

0568-85-4321
白山公会堂

対象地域 市内全域
対象者

０～３歳の子どもとその保護者
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※最新の情報については、市ホームページにて随時更新していますので、ご確認ください。
https://www.city.kasugai.lg.jp/mirai/1002397/kosodate/kosodatedantai.html
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