
NO 市町村名 名称 所在地 電話番号
拠点開所日時

（曜日、時間帯）

1 千葉市 子育て支援館 千葉市中央区中央4-5-1（きぼーる６階） 043-201-6000

開館時間：9時～17時
休館日：火曜（火曜が祝日の場合は翌日休館）と
年末年始（12/29～1/3）

2 千葉市 にこにこルーム 千葉市中央区新宿2-15-2（新宿保育所内） 043-241-8599

開館時間：月～金曜：9時～16時、土曜：9時～12
時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

3 千葉市 子育てひろば・ちどり 千葉市花見川区検見川町3-331-4（ちどり保育園内） 043-276-3508

開館時間：月～金曜：9時～16時、土曜：9時～12
時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

4 千葉市 子育てひろば・いなげ 千葉市稲毛区小仲台２丁目10-1（稲毛保育園内） 043-251-8190

開館時間：月～金曜：9時～16時、土曜：9時～12
時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

5 千葉市 子育てひろば・みつわだい 千葉市若葉区みつわ台5-8-8（みつわ台保育園内） 043-255-7043

開館時間：月～金曜：9時～16時、土曜：9時～12
時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

6 千葉市 ふれあいひろば・輝 千葉市緑区おゆみ野中央7-30（明和輝保育園内） 043-293-3800

開館時間：月～金曜：9時～16時、土曜：9時～12
時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

7 千葉市 桜ほっとステーション親子 千葉市緑区土気町1626-5（明徳土気保育園内） 043-205-2324

開館時間：月～金曜：9時～16時、土曜：9時～12
時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

8 千葉市 子育てひろば・うたせ 千葉市美浜区打瀬1-3-5（打瀬保育園内） 043-273-6646

開館時間：月～金曜：9時～16時、土曜：9時～12
時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

9 千葉市 蘇我・子育てリラックス館 千葉市中央区今井1-14-38（蘇我コミュニティセンター隣） 043-264-1317
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

10 千葉市 千葉寺・子育てリラックス館
千葉市中央区千葉寺町887-7（フィールドハウス千葉寺参番
館１階）

043-209-1003
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

11 千葉市 花見川・子育てリラックス館 千葉市花見川区花見川3-28-101（花見川団地商店街内） 043-215-2346
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

12 千葉市 幕張本郷・子育てリラックス館 千葉市花見川区幕張本郷2-8-23（アミティ望月１０１号室） 043-276-7481
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

13 千葉市 てんだい・子育てリラックス館 千葉市稲毛区天台1-7-10（小ばと子育て支援センター２階） 043-252-4188
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

14 千葉市 そんのう・子育てリラックス館 稲毛区園生町451-15（プラザ園生１階） 043-285-2888  　
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

15 千葉市 千城台・子育てリラックス館 千葉市若葉区千城台北1-29-9（プラスパビル１階Ａ室） 043-236-6662
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

16 千葉市 都賀駅前・子育てリラックス館 千葉市若葉区西都賀3-2-8（Ｍ・Ｇ・Ｏビル１階） 043-251-3606
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

17 千葉市 おゆみ野中央・子育てリラックス館 千葉市緑区おゆみ野中央8-2（おゆみ野ふれあい館１階） 043-293-1511
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

18 千葉市 かまとり・子育てリラックス館 千葉市緑区おゆみ野3-38-4（アーバンヒルズ１０３・１０４） 043-292-2448
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

19 千葉市 幸町・子育てリラックス館 千葉市美浜区幸町2-12-1（美浜しょうじゅレジデンス１階） 043-242-3050
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

20 千葉市 高洲・子育てリラックス館 千葉市美浜区高洲3-12-1（高洲コミュニティセンター隣接） 043-279-3009
開館時間：月～土曜：10時～16時
休館日：日曜、祝日、年末年始（12/29～1/3）

21 銚子市 えがお子育て支援センター 銚子市外川町3-10354 0479-22-2186 毎週月曜日～金曜日　10：00～16：00

22 銚子市 マンマ子育て支援センター 銚子市松岸町3-362-2 0479-24-8487 毎週月曜日～金曜日　 9：00～17：00

23 銚子市 聖母マリア子育て支援センター 銚子市三崎町1-1858 0479-25-1121 毎週月曜日～金曜日　10：00～16：00

24 銚子市 ひまわり子育て支援センター 銚子市台町2197 0479-25-3773 毎週月曜日～土曜日　 8：00～17：00

25 市川市 さかえ・こどもセンター
市川市北国分4-10-3
（風の谷こども園内）

047-373-0191 月～金曜　10時～15時

26 市川市 シーガル・こどもセンター
市川市幸2-8-17
（愛泉保育園内）

047-396-2252 月～金曜　10時～15時

27 市川市 妙典保育園地域子育て支援センター
市川市妙典6-2-45
（妙典保育園内）

047-398-1631 月～金曜　9時～12時/13時～15時
土曜隔週　9時～14時

28 市川市 ＣＭＳいちかわキッズ子育て支援センター
市川市市川南1-10-1ザ・タワーズ・ウエスト3階
（市川キッズステーション内）

047-322-8733 月～土曜　9時～12時/13時～15時

29 市川市 こあらっこ・こどもセンター
市川市国府台2-9-13
（国府台保育園内）

047-373-1408 月～金曜　10時～15時/9時～14時

30 市川市 わたぐも・こどもセンター
市川市原木2-10-13
（わたぐも保育園内）

070-6657-7695 月～金曜　9時30分～12時/13時30分～16時

31 市川市 チェリーズ・こどもセンター
市川市市川南2-6-22
（さくらんぼ保育園内）

047-322-0064 月～金曜　9時30分～12時/13時～15時30分

32 市川市 キッド・ステイこどもセンター
市川市香取2-19-10
（キッド・ステイ南行徳保育園内）

047-390-1180 月～金曜　9時～12時/13時～16時

33 市川市 昭和学院もこもこ・こどもセンター
市川市東菅野2-17-1
（昭和学院短期大学内）

047-326-2213 月～金曜　10時～12時/13時～16時
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34 市川市 地域子育て支援センター結
市川市広尾2-3-1
（広尾みらい保育園内）

047-390-2227 月～金曜　9時30分～12時30分/13時30分～16時

35 市川市 ＣＭＳ市川大野子育て支援センター
市川市大野町3-1438-1
（市川大野ナーサリースクール内）

047-339-3331 月～金曜　9時～11時30分/13時30分～16時

36 市川市 新井親子つどいの広場
市川市新井3-31-1
（新井地域ふれあい館内）

047-312-6336 月～土曜 10時～16時

37 市川市 八幡親子つどいの広場
市川市八幡4-2-1
（市役所八幡分庁舎1階）

047-332-8745 月～土曜 10時～16時

38 市川市 新浜親子つどいの広場
市川市新浜1-26-1
（市川市立南新浜小学校内）

047-701-5581 月～土曜 10時～16時

39 市川市 中央こども館  市川市鬼高1-14（生涯学習センター内） 047-320-3337 火～金曜10時～18時　土・日10時～17時

40 市川市 市川こども館 市川市市川2-33-6 047-322-1404 火～日曜 9時～17時

41 市川市 相之川こども館  市川市相之川1-3-7（南行徳公民館内） 047-356-7381 火～日曜 9時～17時

42 市川市 南八幡こども館  市川市南八幡2-20-1（勤労福祉センター内） 047-376-1118 火～日曜 9時～17時

43 船橋市 南本町子育て支援センター 船橋市南本町10-1 047-434-3910 月～土　9:00～16:00

44 船橋市 高根台子育て支援センター 船橋市高根台2-1-1 047-466-5666 月～土　9:00～16:00

45 船橋市 前原児童ホーム 船橋市前原西6-1-12 047-475-5454
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

46 船橋市 塚田児童ホーム 船橋市前貝塚町601-1 047-439-9299
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

47 船橋市 宮本児童ホーム 船橋市宮本6-18-1 047-424-9842
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

48 船橋市 三咲児童ホーム 船橋市三咲3-5-10 047-448-2397
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

49 船橋市 新高根児童ホーム 船橋市新高根1-12-9 047-469-3940
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

50 船橋市 薬円台児童ホーム 船橋市薬円台5-18-1 047-469-4884
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

51 船橋市 高根台児童ホーム 船橋市高根台2-2-2 047-466-3638
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

52 船橋市 習志野台児童ホーム 船橋市習志野台3-4-1 047-464-0001
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

53 船橋市 金杉台児童ホーム 船橋市金杉台2-2-4 047-447-7837
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

54 船橋市 若松児童ホーム 船橋市若松2-3-6 047-433-7991
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

55 船橋市 西船児童ホーム 船橋市本郷町554 047-333-2007
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

56 船橋市 小室児童ホーム 船橋市小室町3308 047-457-1000
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

57 船橋市 三山児童ホーム 船橋市三山2-42-3 047-478-6800
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

58 船橋市 八木が谷児童ホーム 船橋市みやぎ台1-7-1 047-448-4400
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

59 船橋市 松が丘児童ホーム 船橋市松が丘1-52-22 047-463-5087
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

60 船橋市 飯山満児童ホーム 船橋市飯山満町2-488-8 047-468-0411
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

61 船橋市 夏見児童ホーム 船橋市夏見4-39-15 047-423-5999
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

62 船橋市 海神児童ホーム 船橋市海神町2-264-5 047-432-4661
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

63 船橋市 法典児童ホーム 船橋市藤原3-2-15 047-429-0813
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

64 船橋市 本中山児童ホーム 船橋市本中山1-6-6 047-333-7701
火～日　9:00～17:00
※祝日が月曜日の場合は翌日の火曜日も休館

65 館山市 館山市元気な広場 館山市北条740-1 0470-23-3114 日～金　9：00～17：00

66 木更津市 木更津市請西子育て支援センター 木更津市請西東7丁目2番地1 0438-30-7320
月～金　8:30～12:00､13:30～15:30
土　8:30～12:00

67 木更津市 地域子育て支援センターゆりかもめ 木更津市中央1-3-21 0438-22-3630 月～木　9:00～14:00

68 木更津市 ふくた保育園 木更津市下郡字原1874番地5 0438-53-5554 月～金　9:00～15:00

69 松戸市 おやこＤＥ広場小金原
小金原2-3
根木内小学校内タウンスクール３階

080-3010-1746 月・水・木・金　9：30～16：30

70 松戸市 おやこＤＥ広場ゆうまつど
本町14-10
女性センターゆうまつど３階

090-9385-7714 月・火・木・土　9：30～16：30

71 松戸市 Ｅ-こどもの森・ほっとるーむ東松戸
東松戸3-2-1
アルフレンテ３階

047-701-5508 火～日　10：00～18：00

72 松戸市 おやこＤＥ広場南花島 南花島4-63-5 080-5877-6239 月・水・木・金　9：30～16：30

73 松戸市 おやこＤＥ広場旭町
旭町1-174
シニア交流センター３階

080-3285-7673 月・火・木・土　9：30～16：30

74 松戸市 Ｅ-こどもの森・ほっとるーむ新松戸
新松戸3-1-4
新松戸未来館1階

047-375-8737 火～日　10：00～18：00

75 松戸市 おやこＤＥ広場常盤平
常盤平6-5-2　安全安心ステーション内
（火：常盤平西窪町12　常盤平児童福祉館）

090-3875-4519
月・水・土　9：30～16：30
火　9：30～15：30

76 松戸市 おやこＤＥ広場馬橋
中根459　中根公民館
（火：馬橋1854-3　馬橋東市民センター）

090-9831-1140
月・水・金　9：30～16：30
火　12：00～17：00

77 松戸市 おやこＤＥ広場北小金
小金1　ピコティ北小金東館２階集会所
（火：小金2　ピコティ西館３階）

080-3588-8352 月・水・木・金　9：30～16：30

78 松戸市 おやこＤＥ広場にこにこキッズ 松戸1155　聖徳大学１F館 047-365-1111 火・水・木・金　10：00～15：00

79 松戸市 Ｅ-こどもの森・ほっとるーむ松戸
松戸1307-1
松戸ビルヂング4階文化ホール

047-393-8531 火～日　10：00～18：00

80 松戸市 ＣＭＳ子育て支援センター
松戸市六実6-13－2
六高台保育園内

047-394-5590 月～金　※曜日により月齢と時間が異なります

81 松戸市 子すずめ子育て支援センター
松戸市日暮1-8-4
子すずめ保育園内

047-387-0124 月～金、原則第2土曜日　※曜日により月齢と時間が異なります

82 松戸市 チェリッシュ・サポート・システム
松戸市野菊野7-2
野菊野こども園内

047-308-5880 月～金　※曜日により月齢と時間が異なります

83 松戸市 あおば子育て支援センター
紙敷3-8-11
東松戸保育園内

047-387-5456 月～金　※曜日により月齢と時間が異なります

84 松戸市 ドリーム子育て支援センター
栄町3-185-1
さわらび保育園・さわらびドリーム保育園内

070-3935-1230
月～金　10：00～15：00
※曜日により月齢が異なります

85 松戸市 はなみずき子育て支援センター
常盤平3-25-2
はなみずきこども園内

047-710-8070
月～金　10：00～15：00
※曜日により月齢が異なります

86 松戸市 おやこDE広場野菊野こども館 松戸市野菊野6野菊野団地6号棟2階 047-331-1144
火・木・日　13：00～18：00
水・金・土　10：00～17：00



87 松戸市 おやこDE広場根木内こども館 松戸市根木内145　児童養護施設晴香園内 047-315-2985 月～金　10：00～17：00

88 松戸市 おやこＤＥ広場ふれあい２２ 松戸市五香西3-7-1　健康福祉会館１階 047-383-0022 月～土　9：00～16：30

89 松戸市 おやこDE広場北松戸 松戸市上本郷4327　北松戸保育所仮設2階 047-367-4848
火・水・木　10：00～15：30
土　10：00～15：00

90 松戸市 グレース子育て支援センター
大金平3-132-1
大金平グレース保育園内

047-382-6182
月～金　10：00～15：00
※曜日により月齢が異なります

91 松戸市 おやこＤＥ広場みのり台 稔台1-32-6 070-4097-6464 月～木　10：00～15：00

92 野田市 つどいの広場 野田市東宝珠花237-1　いちいのホール内３階 04-7120-6622 月～金　10：00～16：00

93 野田市 ゆう＆みい子育てサロン 野田市中根193 04-7124-1367
月、水～金　9：00～11：30
13：00～15：00

94 野田市 ゆっくっくひろば 野田市岩名2丁目9-14 04-7129-8089
月、水～金　10：00～15：00
火　10:00～12：30

95 野田市 どろんこの会子育てサロンスマイル 野田市山崎1249-38 04-7126-5718 月～金　10：00～15：00

96 野田市 地域子育て支援センター 野田市鶴奉228(東部保育所内） 04-7121-3031 月～金　8：30～17：00

97 野田市 さくらんぼルーム 野田市上三ヶ尾454-1(聖華保育園内） 04-7138-2775 月～金　10：00～16：00

98 野田市 ぽかぽかひろば 野田市谷津367（アスク七光台保育園内） 04-7126-5221 月～金　9：00～12：00、13：00～15：00

99 野田市 聖華未来のこども園 野田市山崎1778-1（聖華未来の子ども園内） 04-7125-2325 月～金　9：00～14：00

100 茂原市 キッズ・ラボ 茂原市高師864-1 0475-22-2419
月～金　①10:00～12:00（曜日により年齢制限有）
　　　 ②13:00～16:00

101 茂原市 チャオ 茂原市東茂原13-21 0475-23-6513
月～金　①9:30～12:00（曜日により年齢制限有）
　　　 ②13:30～16:00

102 成田市 なかよしひろば 成田市加良部3-3-1 0476-20-6300 火～日　9：00～16：30（※第3日曜日休館）

103 成田市 三里塚なかよしひろば 成田市三里塚2 0476-37-3922 火～日　9：00～16：30

104 成田市 公津の杜なかよしひろば 成田市公津の杜4-8 0476-27-7300 毎日　　9：00～16：30（※第4月曜日休館）

105 成田市 大栄保育園 成田市一坪田406-1 0476-73-3000 月～金　9：30～16：30

106 成田市 宗吾保育園 成田市宗吾2-276 0476-26-2472 月～金　9：00～15：00

107 成田市 公津の杜保育園 成田市公津の杜2-24-1 0476-29-6551 月～金　9：00～15：00

108 成田市 長沼保育園 成田市長沼495-3 0476-37-0005 月～金　9：00～12：15

109 佐倉市 佐倉市子育て支援センター 佐倉市王子台1-23　レイクビアウスイ3階 043-460-2040 月～土（第2水曜午前除く）　10：00～17：00

110 佐倉市 さくらっこひろば（佐倉保育園） 佐倉市鏑木町198-3 043-484-1043 月～金　8：30～13：30

111 佐倉市 森のひろば（馬渡保育園） 佐倉市馬渡818-2 043-498-0065 月～金　9：00～14：00

112 佐倉市 ひつじ（光の子保育園） 佐倉市上座1219-4 043-461-1372 月～金　10：00～15：00

113 佐倉市 ハローベビー（ユーカリハローキッズ） 佐倉市上座383-1 043-488-3130 月～金　9：00～14：00

114 佐倉市 ユーカリベビー 佐倉市ユーカリが丘4-1　サウスタワー1階 043-464-0030 月・水～土　10：00～15：00

115 佐倉市 にこにこひろば（にじいろ保育園佐倉） 佐倉市白銀1-24-5 043-309-7526 月～金9：00～14：00、土　9：00～12：00

116 佐倉市 おひさまクラブ（おひさま保育園） 佐倉市王子台4-10-1 043-488-2177 月～金　10：00～15：00

117 佐倉市 ぴよぴよルーム（さくら敬愛保育園） 佐倉市山王1-9 043-310-6811 月～金　9：00～12：00、14：00～16：00

118 佐倉市
にこちゃんルーム（えがおの森保育園・い
の）

佐倉市井野972-2 043-312-5291 月・火・水　8：30～13：30

119 佐倉市
子育て愛らんど（生活クラブ風の村保育園
佐倉東）

佐倉市本町142-1 043-481-0225 月～金　9：30～14：30

120 佐倉市 ノア（吉見光の子ﾓﾝﾃｯｿｰﾘ子どもの家） 佐倉市吉見193-1 043-309-8372 月・火・木・金　9：00～14：00、水　9：00～12：00

121 佐倉市 にこにこ広場（臼井保育園） 佐倉市臼井田2379 043-487-3006 月～金　10：00～15：00

122 佐倉市 にっこり広場（志津保育園） 佐倉市西志津4-26-1 043-489-3004 月～金　10：00～15：00

123 佐倉市 ね・ＧＯひろば（根郷保育園） 佐倉市大崎台4-3-2 043-484-4661 月～金　10：00～15：00

124 佐倉市 つくしんぼ広場（北志津保育園） 佐倉市井野869-9 043-487-1785 月～金　10：00～15：00

125 佐倉市 ひまわり広場（南志津保育園） 佐倉市中志津7-1-10 043-487-6245 月～金　10：00～15：00

126 佐倉市 すみれ保育園 佐倉市臼井台1201 043-487-8468 月～金　9：00～15：00

127 佐倉市 きらきら（はくすい保育園） 佐倉市岩名961-2 043-483-8941 月～金　9：00～14：00

128 東金市 のびのびハウス 東金市東岩崎1-20 0475-50-1235 火～日　9：00～17：00

129 東金市 ぽかぽか 東金市幸田680-1 0475-55-2928 月～金　9：30～16：30　土　10：00～16：00

130 旭市 旭市子育て支援センターハニカム 旭市ニの1920 0479-62-7099 8:30～17:00〔月～土(第5土曜日除く)〕

131 旭市 おひさま 旭市ロの245-3 0479-64-1515 9:00～16:00〔月～金〕

132 旭市 おうめい子育て支援センター 旭市江ヶ崎12-2 0479-55-3328
9:00～17:00〔月～金〕
9:00～12:00〔土〕

133 旭市 子育て支援センターたんぽぽ 旭市入野2170-5 0479-68-2120
9:00～12:00
13:00～16:00
〔月～金〕

134 旭市 あさひこひつじ幼稚園子育て支援センター 旭市ニの6544 0479-63-3700
9:15～12:00
13:00～15:00
〔火・木・金〕

135 旭市 サポートセンターつるまき子供の丘 旭市蛇園5354 0479-55-3201
9:00～12:00
13:00～16:00
〔月～金〕

136 習志野市 東習志野こども園こどもセンター 習志野市東習志野3-4-1 047-477-0840 月～土曜日（日、祝日、年末年始はお休み）午前9時～午後4時

137 習志野市 杉の子こども園こどもセンター 習志野市大久保2-3-15 047-455-5002 月～土曜日（日、祝日、年末年始はお休み）午前9時～午後4時

138 習志野市 袖ケ浦こども園こどもセンター 習志野市袖ヶ浦2-5-3 047-408-0582 月～土曜日（日、祝日、年末年始はお休み）午前9時～午後4時

139 習志野市 習志野市こどもセンター 習志野市鷺沼1-8-24 047-452-3711 月～土曜日（日、祝日、年末年始はお休み）午前9時～午後4時

140 習志野市 きらっ子ルームやつ 習志野市谷津5-5-3ステージエイト1階 047-475-5544 水～月曜日（火、祝日、年末年始はお休み）午前9時～午後4時

141 習志野市 きらっ子ルームおおくぼ 習志野市本大久保4-14-10GRAND PALACE2階 047-471-4158 月～土曜日（日、祝日、年末年始はお休み）午前9時～午後4時

142 柏市 しこだ児童センター 柏市篠籠田609-5 04-7145-2522 火～日　9:00～17:00

143 柏市 豊四季台児童センター 柏市豊四季台1丁目1-114 04-7144-5363 火～日　9:00～17:00

144 柏市 高柳児童センター 柏市高柳1652-1 04-7190-1348 火～日　9:00～17:00

145 柏市 はぐはぐひろば沼南 柏市風早1-2-2 04-7191-1925 月～土　9:00～17:00

146 柏市 Kids Square 柏市十余二175-42 04-7134-0115 月～金 8：30～11：30，13：00～15：00

147 柏市 サンサン　たいよう組 柏市柏3-10-28 04-7166-7374 月～金 8：30～12：00，14：00～16：00



148 柏市 ひまわり
柏市若柴173-8柏の葉キャンパス151街区A棟-
SA-2

04-7134-4774 月～金 10：00～12：00，13：00～16：30

149 柏市 ペンギン組 柏市豊平台11-18 04-7100-2200 月～金　9：30～15：30

150 柏市 こあら 柏市酒井根4-10-33 04-7172-2001 月～金　9：00～16：30

151 柏市 らっこ 柏市布施834-1 04-7131-0179 月～金　9：00～16：30

152 柏市 まことちゃん 柏市逆井1377-1 04-7172-3939 月～金　9：30～12：00，13：30～16：00

153 柏市 さっちゃん家 柏市大青田1507-8 04-7131-2795 月～金　9：30～12：00，13：00～15：30

154 柏市 あしびなぁ 柏市北柏3-2-5 04-7166-7355 月～金　9：15～11:45, 14:00～16：00

155 柏市 くるみサロン 柏市豊四季台1-1-113 04-7144-1647 月～金　9：15～12：15，13:30～15:30

156 柏市 プチココファン
柏市若柴227-6柏の葉キャンパス147街区コモ
ンD棟

04-7137-0860 月～金　10：00～14：00

157 柏市 ゆうゆう 柏市高柳1337-2 04-7192-3745 月～金　10：00～15：00

158 柏市 おいかけっこ 柏市十余二287-270 04-7131-4515 月～金  10：00～12：00，13：30～16：30

159 柏市 ステップ 柏市明原1-2-10 04-7147-3922 月～金　9：30～14：30

160 柏市 おやこの広場「あそぼ」 柏市東中新宿3-23-1 04-7192-6548 月～金　9：00～15：00

161 柏市 おひさまクラブ 柏市大室1285-12 04-7135-7010 月～金　9：00～16：00

162 柏市 南部みんなの広場
柏市新逆井2丁目5-13
（南部近隣センター内）

04-7173-1333 月（第3を除く），火～日　10:00～17:00

163 勝浦市 勝浦市こども館 勝浦市墨名662番地1 0470-73-0001 毎週　火・水・木曜日　　9：00～15：00

164 市原市 五井保育所子育て支援センター 市原市平田543-1 0436-23-8751 (月～土)9:00～12:00、(月～金)14:00～16:00

165 市原市 辰巳保育所子育て支援センター 市原市辰巳台東2-1 0436-75-6923 (月～土)9:00～12:00、(月～金)14:00～16:00

166 市原市 ちはら台保育園子育て支援センター 市原市ちはら台南2-15-8 0436-75-5400 (月～金)9:30～11:00、14:30～16:00

167 市原市 杏保育園子育て支援センター 市原市根田878 0436-26-2600 (月～金)9:00～11:00、14:30～16:00

168 市原市 白塚保育園子育て支援センター 市原市白塚448 0436-63-6080 (月～金)9:00～11:30、13:30～16:00

169 市原市 ちはら台東保育園子育て支援センター 市原市瀬又507 0436-50-2181 (月～金)9:30～12:00、14:00～16:00

170 市原市 つぼみの森保育園子育て支援センター 市原市島野475 0436-37-2038
(月～金)9:00～12:00、14:00～16:00
(土)9:00～12:00、13:00～15:00

171 市原市 春保育園子育て支援センター 市原市五井中央東1-11-19 0436-20-2500 (月～金)9:00～11:30、14:30～16:00

172 市原市 ちはら台南保育園子育て支援センター 市原市ちはら台南1-1-10 0436-37-1100 (月～金)9:30～12:00、14:00～16:00

173 市原市 国分寺台明世保育園子育て支援センター 市原市国分寺台中央4-8-4 0436-41-6600 (月～金)9:30～12:00、14:30～16:00

174 市原市 菊間保健福祉センター児童館 市原市菊間1870-4 0436-42-3424 (水)(木)(金)9:00～12:00

175 流山市 ずくぼんじょ（松の実保育園） 名都借４６４ 04-7145-4312
水～金　１０：００～１２：００
１３：００～１６：００

176 流山市 ぺんぎん（森の葉保育園） 上新宿芝１１１－８ 04-7152-8966 火～木　９：００～１４：３０

177 流山市 みらい（名都借みらい保育園） 名都借２８９ 04-7170-1417 月～水　１０：００～１５：００

178 流山市
ＣＭＳおおたかの森子育て支援センター
（おおたかの森ナーサリースクール分園）

東初石６－１８３－１
流山おおたかの森ライフガーデンビル４階

04-7178-3061
月～金　９：３０～１２：００
１３：００～１５：３０

179 流山市 かるがも（かやの木保育園） 大畔１９８ 04-7159-2813
月、金　９：００～１４：００
火～木　９：００～１２：００
１４：００～１６：００

180 流山市
わらしこ（生活クラブ風の村わらしこ保育
園流山）

加４－１２ 04-7150-5002 月～金　９：００～１４：００

181 流山市 さくらんぼルーム（南流山聖華保育園） 南流山２－２９－４ 04-7159-3401 月～金　９：００～１４：００

182 流山市 らぶりー（なかよし保育園） 南流山７－５－１ 04-7158-5500
月～金　９：００～１２：００
１４：００～１６：００

183 流山市 やぎきた（八木北保育園） 駒木台１１８－１ 04-7170-2007
月～金　９：３０～１２：００
１３：００～１６：００

184 流山市 おひさま（城の星保育園） 流山９－５００－４２ 04-7170-2111
月～金　９：００～１２：００
１３：００～１５：００

185 流山市
いつきさくらんぼルーム（聖華いつき保育
園）

南流山１－１７－４ 04-7158-1145
月～金　９：００～１３：００
１５：００～１６：００

186 流山市 ひまわり（えどがわ森の保育園） 駒木４７４ 04-7152-1155 月～金　９：００～１４：００

187 流山市
おひさま城の星おおたかの森（城の星おお
たかの森保育園）

野々下１－２９２ 04-7197-2666 月～金　１０：００～１５：００

188 流山市 かもめルーム（聖華マリン保育園）
東初石５－１４１－２５
新Ｃ４４街区６

04-7154-5252
月～金　９：００～１３：００
１５：００～１６：００

189 八千代市 地域子育て支援センタートップス 八千代市米本2246（米本南保育園内） 047-488-1632 月・水・木　9：00～16：00

190 八千代市 地域子育て支援センターこあら 八千代市高津390-278（高津南保育園内） 047-450-0942 月～金　9：00～12：00，14：00～16：00

191 八千代市 地域子育て支援センターあいあい 八千代市八千代台南1-24-1（八千代台南保育園内）047-482-0952 月～金　9：00～12：00，14：00～16：00

192 八千代市 地域子育て支援センターたんぽぽ 八千代市村上1131-1（村上北保育園内） 047-482-0925 月～金　9：00～12：00，14：00～16：00

193 八千代市 地域子育て支援センターつばめ 八千代市島田1004（睦北保育園内） 047-488-1154 火・水・金　9：00～12：30，14：30～16：00

194 八千代市 子ども支援センターすてっぷ２１大和田 八千代市萱田2277 047-486-7455 月～金　9：00～17：00

195 八千代市 子ども支援センターすてっぷ２１勝田台 八千代市勝田677 047-487-4827 月～金　9：00～17：00

196 我孫子市 子育て支援施設にこにこ広場
我孫子市本町３－２－２８
(アビイクオーレ２階）

０４－７１８５－８８８２水～月　　１０：００～１７：００

197 我孫子市 子育て支援施設すくすく広場
我孫子市天王台１－２４－４
川村第１３ビル５階

０４－７１８５－１９３６月～土　　９：００～１６：００

198 我孫子市 子育て支援施設わくわく広場 我孫子市湖北台３－１－１５ ０４－７１８５－２１９６月～土　　９：００～１６：００

199 我孫子市 子育て支援施設すこやか広場
我孫子市布佐平和台５－１－１
(布佐南小学校内）

０４－７１８５－２２４７月～土　　９：００～１６：００

200 鴨川市 江見子育て支援室 鴨川市宮1455 04-7092-9330 月～金　9：30～14：30

201 鴨川市 長狭子育て支援室 鴨川市松尾寺417 04-7097-1502 月～金　9：30～14：30

202 鴨川市 天津子育て支援室 鴨川市天津1208-1 04-7094-0380 月～金　9：30～14：30

203 鴨川市 ＯＵＲＳ子育て支援室 鴨川市広場1726-1 04-7099-0800 月～水、土、日　9：30～14：30

204 鎌ケ谷市 中央児童センター
鎌ケ谷市南初富三丁目19番31号

047-444-0144
火・水・木
９：３０から１５：００まで

205 鎌ケ谷市 南児童センター
鎌ケ谷市道野辺1042番地の２

047-438-5040
火・水・木
９：３０から１５：００まで



206 鎌ケ谷市 北中沢児童センター
鎌ケ谷市北中沢二丁目１番23号

047-442-2011
火・水・金
９：３０から１５：００まで

207 鎌ケ谷市 くぬぎ山児童センター
鎌ケ谷市くぬぎ山四丁目２番46―10号

047-389-1401
火・水・木
９：３０から１５：００まで

208 鎌ケ谷市 粟野児童センター
鎌ケ谷市粟野79番地１

047-441-7066

月曜から土曜まで
(１)2月1日から10月31日まで　午前9時から午後5
時まで
(２)11月１日から1月31日まで　午前9時から午後
4時30分まで

209 鎌ケ谷市 おおぞら保育園 鎌ケ谷市初富354－１ 047－441-9810 月－金　9:00～17:00

210 鎌ケ谷市 まるやま保育園 鎌ケ谷市丸山2－11－28 047－441-7070 月－金　9:00～17:00

211 君津市 小糸公民館「プレイルーム」 君津市糠田55 小糸公民館 0439-32-2184 公民館開館日　午前9時から午後5時まで

212 君津市 はっぴー 君津市高坂1番地11 君津保育園内 0439-57-0728
月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時30分から午後3時30分まで

213 君津市 子育て支援センター 君津市南子安1丁目2番17号 0439-57-6039
火曜日から日曜日（祝日、年末年始を除く）
午前9時から午後5時まで

214 君津市 コアラルーム 君津市末吉437番地1 小櫃保育園内 0439-35-4503
月曜日、水曜日及び金曜日（祝日、年末年始を除
く）
午前9時から午後3時まで

215 富津市 あおほり子育て支援サロン 富津市青木２－１４－６ ０４３９－８７－０１４２ 園にお問い合わせください

216 富津市 もうひとつのお家 富津市小久保２２０９ ０４３９－６５－２７７２ 月～金（祝日は除く）　午前９時３０分～午後２時３０分

217 浦安市 おひさま広場 浦安市猫実1-12-38 047-351-1176 月～土曜日 ９時～17時（16時30分～お片付け）

218 浦安市 コスモス 浦安市高洲2-3-4 047-305-1313 月～金曜日 ９時～12時・13時～16時

219 浦安市 ひよこクラブ 浦安市弁天1-1-28 047-316-8842 月～金曜日 10時～16時

220 浦安市 キッズ 浦安市猫実4-19-24 047-381-7802 月～金曜日 ９時30分～12時・13時～15時30分（金曜日は午前のみ）

221 浦安市 かるがもクラブ 浦安市入船4-34-1 047-316-6665 月～金曜日 10時～16時

222 浦安市 ぺんぎんクラブ 浦安市富士見4-12-15 047-306-5503 月～金曜日 ９時30分～12時30分・13時～15時30分

223 浦安市 マリーン広場 浦安市入船1-2-1 047-304-2107 月～金曜日 10時～12時30分・13時30分～16時

224 浦安市 愛和元町保育園 浦安市堀江5-20-11 047-353-5577 月～金曜日 ９時～12時・15時～17時

225 浦安市 明海つどいの広場 浦安市明海5-7-8 047-720-2200 月～金曜日 ９時～17時・第２土曜日 10時～15時

226 浦安市 堀江つどいの広場 浦安市堀江3-1-8 047-351-2646 月～金曜日 ９時～17時

227 浦安市 ハミング 浦安市明海3-2-12 047-316-8687 火・水・金曜日 ９時～12時・14時～16時

228 四街道市 すずらん 四街道市鹿渡895-33 043-423-3400
月・水・金：0歳児　　 9：00～12：00　　相
談：月～金　14：00～16：00
火・木・土：1～5歳児　9：00～12：00

229 四街道市 千代田つどいの広場 四街道市千代田5-30 043-423-4872 月・水・金　9：00～14：00

230 四街道市 ぱんだくらぶ 四街道市四街道3-10-9 043-308-7817
月・火・木・金　9：00～12：00　　相談：月・
火・木・金　14：00～16：00
水：園庭開放　　9：00～11：00

231 四街道市 ひまわり 四街道市大日895 043-421-0415
月～金　10：00～11：30　　相談：月～金　11：
30～16：30

232 四街道市 ほしのこらんど 四街道市四街道1-13-1 043-424-3327

火：0歳児　　　　　　　10：30～11：45　　相
談：月～金　13：30～16：30
水：園庭開放・イベント 10：30～11：45
木：1・2歳児以上　　　 10：30～11：45
金：英語教室　　　　　 10：30～11：45

233 四街道市 子育て支援センターゆうゆう 四街道市和良比686-1 043-308-3296

火・木：0歳児　　 9：30～12：00　　相談：月
9：00～16：00
水・金：1～5歳児　9：30～12：00　　　　　火
～金　13：00～16：00

234 四街道市 りんごルーム 四街道市下志津新田2531-9 043-423-2201
火・水：1歳児以上　10：00～11：30
木　　：1歳半以下　10：00～11：30

235 四街道市 子育て支援室ココの里 四街道市もねの里3-11-3 043-304-7795
月・水・金：0～2歳児　10：00～12：00　　相
談：月～金　13：00～15：00
火・木　　：3～5歳児　10：00～12：00

236 四街道市 ぷちみるきい 四街道市鹿渡1124-3 043-432-2244
月・水・木・金：0歳児　　10：00～12：00
相談：月～金　13：30～16：30
月・火・金　　：1～5歳児 10：00～12：00

237 四街道市 子育て支援センターまちっこ 四街道市成山114-4 043-312-3407 火・木・金：13：00～15：00

238 四街道市 わらびーの 四街道市和良比517-15 043-312-2257

火：0歳児　9：30～11：30　　電話相談：火～金
12：30～15：30
水：1歳児　9：30～11：30
木：2歳児　9：30～11：30

239 袖ケ浦市 そでがうらこども館 袖ケ浦市神納１１３６－３ 0438-62-2333 月～土、8：30～17：15

240 袖ケ浦市 昭和保育園 袖ケ浦市奈良輪７８２－１ 0438-62-1519 月～土、9：30～16：00　

241 袖ケ浦市 長浦保育園 袖ケ浦市蔵波２５９８－１ 0438-62-2250 月～金、9：00～15：30　土、8：00～13：00

242 袖ケ浦市 白ゆり保育園 袖ケ浦市蔵波２５９２－１ 0438-38-3258 月～金、9：00～15：30　土、8：00～13：00

243 八街市 子育て支援センター（実住保育園） 八街市八街ほ２１５ ０４３－４４３－８９００ 月曜日～金曜日　９:００～１６：００

244 八街市 子育て支援センター　かぜのむら 八街市東吉田８－５ ０４３－４４０－２００８ 月曜日～金曜日　９:００～１２：３０　１３：３０～１４：３０

245 八街市 かいたく保育園　子育て支援センター 八街市八街に６６－４ ０４３－４４２－４５４５ 月曜日～金曜日　９:００～１１：３０　１３：００～１６：００

246 八街市 ほっとステーションたんぽぽ 八街市八街ほ５５９－２ ０４３－４８８－４９１９

交流の場　月・火・木・金　９：３０～１１：３０
水曜日　９：３０～１１：３０　１２：３０～１５：００
ほっとtime　　　月・金　１３：００～１６：００
あかちゃんtime　火・木　１３：００～１６：００

247 印西市 こぎつねコンタの広場 印西市原3-4 0476-45-3800 水～金　9：00～14：00

248 印西市 わくわくぽかぽか広場 印西市竹袋614-9 0476-42-0144 水～金　9：00～14：00

249 印西市 マメタのぽんぽこ広場 印西市美瀬1-25 0476-80-3950 水～金　10：00～15：00

250 印西市 そうふけつどいの広場 印西市草深924 0476-47-7880 火～土　9：00～16：00

251 印西市 中央駅前地域交流館子育てルーム 印西市中央南1-2 0476-46-5111 火～日　9：00～17：00

252 印西市 小林子育て支援センター 印西市小林北5-12-1 0476-80-8700 月～土　9：00～17：00

253 印西市 滝野子育て支援センター 印西市滝野3-4 0476-97-1822 火～日　9：00～17：00

254 印西市 西の原保育園こあら 印西市西の原3-7 0476-45-0291
月～金　9：00～12：00、13：00～15：00
土　9：00～12：00



255 印西市 りんりんひろば 印西市高花5-3 0476-47-7566 火～木　9：00～14：00

256 印西市 みんなのおへや 印西市草深1177-18 0476-47-6600 月～金　9：30～14：30

257 印西市 しおんひろば 印西市松崎517 0476-46-1349 月～金　9：00～14：00

258 印西市 ぴよぴよくらぶ 印西市萩原1917-8 0476-98-3773 月～金　9：00～12：30、13：30～15：00

259 印西市 さくら広場 印西市牧の原3-1-3 0476-49-4011 月・火・金　9：00～14：00

260 印西市 ちゅうりっぷルーム 印西市草深2496-10 0476-36-5161 月・水・金　8：30～12：00、13：00～14：30

261 印西市 あひるルーム 印西市小倉673-7 0476-42-5901 月・木・金　9：00～12：00、13：00～15：00

262 印西市 ぴかぴかルーム 印西市戸神609-2 0476-40-1189 月～金　9：30～14：30

263 印西市 たつのこクラブ 印西市武西275-1 0476-47-3344 月・火・水・金　9：00～14：00

264 印西市 にじっこルーム 印西市木下804-6 0476-40-3737 月・火・木・金　9：00～14：00

265 白井市 スマイル 白井市清水口2-8-1 047-491-8201
月～金　9：00～12：00（土曜日月2回）
月・火・水・金　13：30～15：30
木曜　サークル活動

266 白井市 ふれんど 白井市南山1-7-1 047-491-1131
月～金　9：00～12：00（土曜日月2回）
月・火・水・金　13：30～15：30
木曜　サークル活動

267 白井市 ドリーム☆ポケット 白井市大山口2-2-4 047-497-7872 火・木・金　9：00～12：00　13：00～15：00

268 白井市 いづみ 白井市冨士239-1 047-402-2500 月・水・金　9：00～12：00　13：00～15：00

269 白井市 こざくらキッズ 白井市根1832-1 047-401-1181 月・水・金　9：00～12：00　13：00～15：30

270 富里市 葉山キッズ・ランド子育て支援センター 富里市御料923-1 0476-93-2800 月～土　9：00～16：00

271 富里市 向台こども園子育て支援センター 富里市中沢1023 0476-37-7070 火～金　9：00～16：00　土　9：00～15：45

272 南房総市 子育て支援センターほのぼの 南房総市珠師ヶ谷1289-13 0470-40-5111 火～土９時半～１６時　(月：発達発育教室のみ)

273 匝瑳市 つどいの広場（つくし） 匝瑳市今泉6491番地 0479-67-3117 毎週火・水・木曜日　9時～12時、13時～16時

274 匝瑳市 つどいの広場（たんぽぽ） 匝瑳市八日市場ホ2016番地 0479-72-0122
毎週月・水・金曜日、第1・第3土曜日　9時～12
時、13時～16時

275 香取市 なかよし（たまつくり保育所） 香取市玉造2-4-1 0478-55-9500 月～土　8：30～11：30 13：00～15：00

276 香取市 おひさま（清水保育園） 香取市虫幡1246-4 0478-82-5701 月～土　9：30～15：00 (木～12：00、土～11：30）

277 香取市 ぼのぼの（明照保育園） 香取市下小堀611-1 0478-82-2643 月～土　9：30～15：00

278 香取市 めぐみ（めぐみ保育園） 香取市佐原イ1858-1 0478-54-7484 月～金　9：30～14：30　(木～13：30)

279 香取市 にこにこ（山田児童館) 香取市長岡1307-1 0478-78-1050 火～金　9：00～12：00

280 香取市 ほほえみ（おみがわこども園） 香取市小見川1585-2 0478-82-3552 月～金　9：00～16：00

281 香取市 わくわく広場(大倉保育所) 香取市大倉5374 0478-57-0643 月～金　9：00～11：30  13：00～15：00

282 山武市 おおひらこども園子育て支援センター 山武市松尾町広根1182番地１ 0479-86-7100 月～金　9：00～17：00、土　9：00～12：00

283 山武市 なるとうこども園子育て支援センター 山武市成東210番地３ 0475-82-1356 月～金　9：00～17：00、土　9：00～12：00

284 山武市 しらはたこども園子育て支援センター 山武市白幡1919番地 0475-82-1756 月～金　9：00～17：00、土　9：00～12：00

285 山武市 すぎっこクラブ 山武市横田172番地１ 0475-80-9052 月　9：30～12：00、火～金　9：30～15：30

286 いすみ市 いすみ子育て支援センター いすみ市今関1070-1 0470-86-3009 月～金（祭日休館）9：00～12：00　13：00～15：00

287 いすみ市 いすみ花本こども館 いすみ市大原8532-1 0470-62-2035 月～金（祭日休館）9：00～12：00　13：00～15：00

288 いすみ市 いすみみさき児童館 いすみ市岬町椎木1278 0470-87-2404 月～金（祭日休館）9：00～12：00　13：00～15：00

289 大網白里市 たけのこくらぶ 大網白里市大竹35-1 0475-73-7032 月～金　9：15～11：30、12：45～15：30

290 大網白里市 つくしんぼくらぶ 大網白里市大網2800 0475-71-3261 月～金　9：00～11：30、13：30～16：00

291 大網白里市 すくすくクラブ 大網白里市みずほ台2-10-15 0475-53-3473 月～金　9：00～14：00

292 大網白里市 マリンルーム 大網白里市北今泉3696-86 0475-77-2822 月～金　9：30～15：30

293 酒々井町 あいあいルーム 酒々井町中央台4-11酒々井町役場内 043-496-1171（内383）月～金　9：30～16：00

294 酒々井町 しょうえんこどもこそだてルーム 酒々井町東酒々井1-1-101 043-312-4737 月、火、木、金　9：30～14：30

295 栄町 子育て情報・交流館アップR 栄町安食938-1 0476-85-1152 火～日　9:00～15:30

296 栄町 子育て支援センターさくらんぼ 栄町安食3627 0476-80-1885 月～金　9:30～16:30

297 多古町 たこ・こどもルーム 香取郡多古町多古2000－6 0479－76－4444
休園日を除く月曜日から土曜日※土曜日は予約制
9:00～16:00

298 東庄町 子育てサロン　スマイル 香取郡東庄町笹川い4713-173 0478-86-3999 月～金9：30～17：30

299 東庄町 わくわくキッズ 香取郡東庄町笹川い4714-235 0478-86-3999 月～金9：00～17：00

300 東庄町 さくらんぽルーム 香取郡東庄町小南108 080-5901-6211 月～金9：30～15：00

301 東庄町 なかよしひろば 香取郡東庄町平山1154 0478-86-5053 月～金9：30～15：00

302 九十九里町 九十九里町子育て支援センター 九十九里町不動堂161番地1 080-5927-9976 月～金　9：30～15：30

303 芝山町 芝山町子育て支援センター
芝山町小池980
芝山町保健センター内

芝山町福祉保健課子育
て支援係
℡0479－77－3914
芝山町子育て支援セン
ター
℡090-7255－7272（開
設日のみ直通）

月～金のうち週３日間
9：00～16：00

304 横芝光町 光町保育園 横芝光町宮川11796-2 0479-84-1560 月～金　8：15～17：00

305 一宮町 愛光保育園 長生郡一宮町宮原69番地 0475-42-7424 月～金曜日　9:00～15:00

306 一宮町 一宮どろんこ保育園 長生郡一宮町一宮8683番地 0475-44-7597 週３日　9:30～16:30

307 大多喜町 子育て支援センター　ひだまり 千葉県夷隅郡大多喜町船子８３８番地２ ０４７０－８２－５５３０
月～金　　午前　8：30～11：30
　　　　　午後　1：00～4：00

308 御宿町 子育て支援センター　たんぽぽ 夷隅郡御宿町御宿台65-1 0470-68-2944 月曜日～金曜日　9:30～12:00/13:00～16:30


