
自主・支援サークル 瑞穂保健所・瑞穂児童館
企画 支援室開放 園庭開放 （祝日はお休み） 瑞穂図書館・瑞穂生涯学習ｾﾝﾀｰ

軍水(毎週) 黎明（26日） すまいるＵＮＯ（12日） ボラみみ(毎週) 瑞穂児童館/こどもの日せいさくラボ(５日)
軍水（毎週） らららルーム(毎週)

黎明/こんにちは広場（13日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） ほりたｵｰﾌﾟﾝﾊｰﾄ（13日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂児童館/お出かけわんぱーく（27日）
軍水/２歳児と遊ぼう（20日）15：00～16：00 メリーゴーランド（20日） ボラみみ/０～１歳児対象(隔週)
軍水/絵本のよみきかせ（27日）15：00～15：20 すまいる（27日） らららルーム(毎週)
高田/遊びの会（20日・27日） あいあい（27日）
こすもす/食べてみよう２歳児のごはん（27日）※要予約
こすもす/おにぎり持って遠足（７日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） ひまわり（７日） ぞうさんちパオパオ（21日を除く毎週） 瑞穂児童館/親子であそぼう（14日）
さざんか/保育園で遊ぼう（14日） たんぽぽ(21日) 中山（毎週） いないいないばあ（７日） ボラみみ(毎週) 瑞穂図書館/英語でお話し会（14日）
軍水/絵本のよみきかせ（14日）15：00～15：20 ゆりかご（14日） らららルーム(毎週) 生涯学習センター/ﾀ段ポールで遊ぼう（21日）
軍水/２歳児と遊ぼう（28日）15：00～16：00 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（28日）
天使/家庭保育室ｴﾝｾﾞﾙで遊ぼう（14日） 瑞穂保健所/ペンギンクラブ（毎週）
中山/園庭開放企画・手遊び歌あそび（21日）10：00～10：15
すずらん/広場解放（21日）　※雨天中止
高田/遊びの会（８日・22日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） いないいないばあ（15日） いたずラッコ（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば（１日)※要予約
天使/家庭保育室エンゼルで遊ぼう（８日） 若芽（22日） ボラみみ(毎週) 瑞穂図書館/お話し会乳児～（８日・22日）
天使/赤ちゃんとわらべうた（22日） もしもし文庫（８日・22日）
天使/身体測定（29日）
直来/あそぼう会（15日）
新開/園庭jまたは遊戯室遊び（15日）
軍水/おやつ試食（22日3：15～3：45）※５月１日11：00～受付20名
軍水/うんどうあそび（２日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） まんまサークル（９日・23日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂保健所/かるがもクラブ（毎週）
軍水/しんぶんしで遊ぼう（９日） とどらーずﾙルーム（９日） ボラみみ(毎週) 瑞穂児童館/こあらっこ・はいはい(９日)
軍水/誕生会・リズム遊び（16日） らららルーム(毎週) 瑞穂児童館/こあらっこ・てくてく（23日）
軍水/さんぽ（23日）10：00～11：00※仁所公園 てくてくあそぼう会（毎週） 瑞穂図書館/ちくちく手づくりの会（９日）
軍水/運動あそび（30日） 瑞穂児童館/防災セミナー（30日）
中山/おはなし散歩・博物館(２日）
天使/保育園で遊ぼう(10日・17日・31日) すずらん（31日） ボラみみ(毎週) 瑞穂図書館/お話し会  幼児～（10日・24日）
天使/保育園の遠足にいこう（24日） ちいき文庫たからじま（10日･24日）

ぞうさんちパオパオ（10日）
中山/ぞうさんひろば(31日10：00～11：00）※要予約 おもちゃ図書館にこちゃん（17日）

                                                                                                   さくらっこ♪　２０１４年５月のスケジュール　        ☆初めて参加する所へは事前にお問い合わせの上お出かけ下さい。
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　　　　※詳細はお問い合わせまたはブログにて

木

5月のイベント情報 

【瑞穂児童館】   ＴＥＬ ８５２－２２２９ 

★こあらっこ ～はいはいクラス～ ベビーマッサージ 

 日時：５月９日（金）①10：00～10：45②11:00～11：45 

 対象:歩きだす前の０～１歳児と保護者 

 参加費：５００円（オイル代） 

★こあらっこ～てくてくクラス～ 親子ヨガ 

 日時：５月23日（金）①10：00～10：45②11：00～11：45 

 対象：歩きだしている０～１歳児と保護者 

 ※５月で２歳になる子までＯＫです 

 ※各クラス各回とも 定員:20組 

 参加方法：5月１日（木）10：00から直接申込 10：30から電話可 

★～親を楽しむ小さな魔法～ 

  スターペアレンティング（体験版） 

 日時：①５月７日（水）親子体操あり 

         ②５月20日（火）タッチケアあり いずれも 10：00～12：00 

 対象：①あんよができる子～と保護者 

         ②ねんね～ハイハイができる子と保護者      

 定員：15名（大人）※保護者のみの参加可 

 内容：子育てを楽しむための問題解決プログラムの体験です！ 

 参加方法：４月26日（土）10：00から直接申込  

       10：30から電話も可  先着順 

★福祉会館交流事業 『防犯セミナー』 

 日時：５月30日（金）13：30～15：00 

 対象：乳幼児～高校生（未就学児は保護者同伴） 

 内容：劇をみながら身近な犯罪や防犯について学ぼう 

 講師：瑞穂警察署等 

 【瑞穂図書館】  ＴＥＬ ８５３－０４５０ 

★ちくちく手づくりの会  

 日時：５月９日（金） 10：30～12：00 

 内容：布でつくるカッパ   持ち物：もめん糸・針、はさみ 

 参加方法：当日先着・申込不要 

 材料費：３００円 

 ※託児はありませんが、お子さんづれでどうぞ 

【瑞穂保健所】ＴＥＬ ８３７－３２８５ 

★子育て教室 にこにこベビー 

 日時：Ｈ26年６月17日（火）、６月25日（水）の２日間コース 

           受付９：45～10：00  11：30頃終了予定 

 内容：１日目ー食育ってなあに（ママの離乳食体験） 

          絵本の読み聞かせ、交流会 

              （栄養士・瑞穂図書館司書・保健師） 

         ２日目ーママとベビーのスキンシップ、 

          ～親子遊び～ 交流会（保育士・保健師） 

 対象：Ｈ25年８月１日生～Ｈ25年11月30日生 

 定員：先着３０組 

 持ち物：母子健康手帳、動きやすい服装で参加を 

 申し込み開始日：H26年５月12日（月）～ 

 申し込み・お問い合わせ先： 

   子育て総合相談窓口  ＴＥＬ ８３７－３２８５ 

【瑞穂生涯学習センター】  ＴＥＬ ８７１－２２５５ 

★段ボールで遊ぼう 

 日時：５月21日（水 ）10：00～12：00 

 場所：瑞穂生涯学習ｾﾝﾀｰ 体育室 

 対象：おすわりのできる乳幼児とその保護者 

 内容：段ボールの電車や家、新聞プールなどで楽しく 

         遊びます。 

 受付：当日受付  料金：無料 定員：なし  

 持ち物：水筒、上履き、新聞紙１部、 

 
 

瑞穂保健所栄養士 
 

                 「かぼちゃのキンピラ」 

 

 【材料】（２人分） 

かぼちゃ １００ｇ、 ごま油、 いりごま、 

 しょうゆ  小さじ１弱 
 

 【作り方】 

① かぼちゃは種とわた・皮を取り除いて、 

   ３ｃｍ長さの細切りにする。 

② フライパンにごま油をあたため、①を入 

     れて炒め、しんなりしたらしょうゆを入れ 

     て炒りつける。 

③ いりごまをすり、②にからませる。 

 

                                         赤ちゃんの本棚                                  名古屋市瑞穂図書館 : 中村 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

やさいのおなか 

             きうちかつ/さく・え  福音館書店  

 

やさいを半分に切ったら、どう見える？ 

それを見ただけで何のやさいかわかるかな？ 

お家やスーパーによくあるやさいばかりですが、 

色がついていないと、ちょっとわかりにくいかもしれません。 

だれかな？ だれかな？ 

      なかやみわ/さく 福音館書店 

 

だれかな だれかな。 

いろいろな動物がかくれています。 

知っている動物はいるかな？ 

「もなたママのあんなこんな」 

                                                                             
      新学期が始まった！   2014.4.20 

  

この4月は、子ども3人がそれぞれ入学した。 

新学期が始まって、緊張しながらもキラキラした 

笑顔で「いってきまーす！」と出かけていく。 

  

子どもが小さい頃は、新学期は毎年、発熱して 

いた。 

園や学校から帰ってきて、今日はゴロゴロするなぁ 

と思い始めると「ママ 頭痛い」と言いだし 

「あ、お熱出てきたね」と。 

  

三寒四温で季節な変わり目ということもあるが、 

きっと、緊張のあまりの知恵熱のようなものだと 

思っていた。 

「頑張っていたんだね」 

  

 

今年は、まだ誰も 熱を出していない。 

一番下の子も もう、中学生だもんね。 

  

けれど、それぞれの部屋から大きな寝言が聞こ 

えてくる。 

「みんな 頑張ってるね。ママはいつも応援して 

るよ！」 

 

 

  もなたママのプロフィール        

      夫、夫の両親 

      大1の娘、高1の娘、中1の息子の7人家

場所：堀田小学校特活室 時間：10：30～11：30 

対象：未就園児と保護者 

内容：児童館のキッスわんぱーくがおでかけします 

※南門入口からお入りください 

     赤ちゃん 「子育て親育ち講座」 

 

 新たな生命を授かってワクワクしているお母さん。でも、初

めての子育てはわからないことだらけ！子育てで悩んだり、

不安になったりするのは誰にでもあること。 

 はじめから一人前の親などいません。ベビーマッサージや、

お互いの悩みや不安についての話し合いを通して、親である

自信を持ち、子育てに対して前向きな方法を見出しましょう。 
 

対象：生後５か月までの第1子の赤ちゃんを持つお父さん・ 

          お母さん ※なるべく４日間参加できる人を募集します。 

日程：①５月23日(金)②５月30日(金)③６月５日（木） 

    ④６月11日（水）の４日間 

    １３時３０分～１５時（後半３０分はフリータイム） 

場所：軍水保育園 ぐんぐんの部屋 

内容：ベビーマッサージ、交流など 

定員：５組（予約制）  参加費：無料 

持ち物：バスタオル、紙おむつ、着替えなど 

申込方法：電話かＦＡＸで予約をしてください。 

      軍水保育園 ＴＥＬ＆ＦＡＸ ０５２－８３３－８８３６ 

      申込期間：５月１日（木）11：00から先着順 

※お問い合わせは軍水保育園・支援センターぐんぐんへ 

   瑞穂区軍水町１－５４－２ ０５２－８３３－８８３６ 

※駐車場はございません。お車での来場はご遠慮ください。 

か ぼ ち ゃ 倶 楽 部 


