
自主・支援サークル・つどいの広場 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/予防接種について（29日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） すまいる（８日）※汐路コミセンボラみみ（毎週）
※遊戯室にて15：15～15：45 らららルーム(29日を除く毎週)

子育て広場リーゴ(毎週)
高田/遊びの会（９日・16日・30日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） キューピー（２日） ぞうさんちパオパオ（毎週）

黎明（９日） ほりたオープンハート（９日） ボラみみ/０～1歳対象（２日・16日）
天使/家庭保育室ｴﾝｾﾞﾙで遊ぼう（３日） メリーゴーランド（16日） らららルーム(30日を除く毎週)
たんぽぽ/お庭で遊ぼう（10日） すまいる（16日）※あいうえおハウス子育て広場リーゴ(毎週)
軍水/１歳児と遊ぼう（10日）15：15～16：00 あいあい（30日）
軍水/おやつ試食会（17日）申込１日11：00～ 軍水（毎週） ひまわり（３日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂児童館/親子であそぼう（10日）
さざんか/保育園で遊ぼう（10日） 軍水（毎週） 中山（毎週） いないいないばあ（３日） ボラみみ（毎週） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく(17日)
さざんか/みんなで散歩に行こう（24日） たんぽぽ（17日）こすもす（10日・24日）ゆりかご（10日） らららルーム(毎週) 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（24日）
すずらん/広場開放（10日）※雨天中止 子育て広場リーゴ(毎週) 瑞穂図書館/英語でおはなし会（17日）
中山/大型絵本(17日)※10：00～10：15 瑞穂保健所/ペンギンクラブ（毎週）
高田/遊びの会（24日） ※在宅サービスセンターにて
高田/遊びの会（４日・11日・18日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） いないいないばあ（18日） いたずラッコ（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば（４日）※要予約
天使/家庭保育室ｴﾝｾﾞﾙで遊ぼう（11日） 若芽（25日） ボラみみ（毎週） 瑞穂図書館/おはなし会　乳児～（11日・25日）
天使/身体測定(25日) 子育て広場リーゴ(毎週) 瑞穂児童館/カプランド（18日）
直来/園庭で遊ぼう（18日） もしもし文庫（11日・25日） 瑞穂生涯学習ｾﾝﾀｰ/子育てワイワイ広場（25日）
軍水/米粉粘土（５日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） まんまサークル（５日・19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/お誕生会・リズム遊び（12日） 東栄（12日・26日） とどらーずルーム（５日） ボラみみ（毎週） 瑞穂児童館/みんなのおはなし会（26日）
軍水/散歩（19日・26日） らららルーム(毎週) 瑞穂図書館/ちくちく手作りの会  （12日）
新開/園庭または室内遊び（５日） てくてくあそぼう会（毎週）
東栄/室内遊び（５日） 子育て広場リーゴ(毎週)
東栄/おもちゃ作り（19日）
天使/手づくりおもちゃを作ろう（19日）
高田/遊びの会（26日）
天使/保育園で遊ぼう（６日・20日・27日） 東栄（毎週） ボラみみ（毎週） 瑞穂図書館/おはなし会  幼児～（13日・27日）
天使/秋祭り（13日16：00～18:00）※天使保育園にて すずらん（27日） ちいき文庫たからじま（13日･27日）
中山/ぞうさんひろば・絵合わせﾊﾟｽﾞﾙ（20日）※要申込 ぞうさんちパオパオ（13日）

おもちゃ図書館にこちゃん（20日）
瑞穂児童館/こあらっこ はいはいクラス(21日)
瑞穂児童館/こあらっこ てくてくクラス(28日)

                                                                    さくらっこ♪　２０１4年９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うえお出かけ下さい。

子育てサロン
幼稚園・保育園(※祝日はお休み)
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９月のイベント情報 

【瑞穂児童館】   ＴＥＬ ８５２－２２２９ 

★こあらっこ 「パパと遊ぼう」 

 ～はいはいクラス～ 

 日時：９月21日（日）10:30～11:30 

 対象：６ヵ月～１歳5ヵ月児と保護者 定員：２０組 

 ～てくてくクラス～ 

 日時：９月28日（日）10:30～11:30 

 対象：１歳６ヵ月～３歳児と保護者 定員：２０組 

 ※9月で３歳になる子までＯＫ！ 

  【両クラスとも】 

 参加方法：９月１日(月)10:00から受付（10:30～電話も可） 

★おでかけわんぱーく（自由参加） 

 日時：９月17日(水)10：30～11：30 

 場所：高田コミュニティセンター （直来町1-7-1）  

 対象：未就園児と保護者  

 ※おこしの際は公共交通機関をお使いください 

★みんなのおはなし会（自由参加） 

 日時：９月26日（金）11：00～12：00 

 協力：たんぽぽの会 

 内容：絵本の読み聞かせなど 

 

 【瑞穂図書館】 ＴＥＬ ８５３－０４５０  

★ちくちく手づくりの会  

 日程：９月12日（金） 10：30～12：00  

 内容：布で作るハロウィンのかぼちゃ  

 持ち物：針・もめん糸・はさみ  

 参加方法：当日先着２５組  材料費：２５０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10月22日（水）、29日（水）の２日間コース 

  受付９：45～10：00  １１：３０終了予定 

  内容：１日目－食育ってなあに？（離乳食のコツ）、 

          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－ママとベビーのスキンシップ 

          ～親子のふれあい・親子遊び～、 

           交流会（保育士・保健師） 

 場所：瑞穂保健所 ４階 健康増進室 

 対象：Ｈ25年12月１日生～Ｈ26年3月31日生 

 定員：先着２５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9月11日（木） 

 場所：瑞穂保健所 ４階 健康増進室 

 申し込み先：瑞穂保健所 子育て総合相談窓口 

      ＴＥＬ ８３７－３２８５ FAX ８３７－３２９１ 

 

【瑞穂生涯学習センター】  ＴＥＬ ８７１－２２５５  

 ★子育てワイワイ広場 

 日程：９月25日（木）10：00～11：30 

 場所：瑞穂生涯学習センター和室 

 対象：乳幼児とその保護者１６組 (当日先着順) 

 内容：乳幼児の事故防止・歯の手入れ 

               （保健所保健師・歯科衛生士） 

 

     ～～ らららルーム移転のお知らせ ～～ 

 

  らららルームは10月１日より下記の場所に移転します。  

  それに伴い、９月２９日、３０日はお引越しのため 

  お休みさせていたたきます。 

  これまで同様のご利用をお待ちしております。 

     移転先 昭和区広路町字石坂48-5   

          ※電話場号は変わりません 

            みんなであそぼ！！ ⑬  ～地域に広げよう子育ての輪～ 
                 「託児グループぞうさん」平成２６年度 後期自主開設講座     

 
瑞穂生涯学習センター、瑞穂運動場、つどいの広場『ぞうさんちパオパオ』を 

中心に、地域で託児や子育て支援活動をしている『託児グループぞうさん』が 

企画、運営する自主開設講座「みんなであそぼ!!」  

親子であそんだり、学んだり。絵本の読み聞かせもありますよ。 

お子さんと一緒に楽しみながら、みんなで交流しましょう。 
 

開催日  １０月２日、９日、１６日、３０日、１１月６日（木曜日） 全５回 

時 間  午前１０時～１１時半 

受講料  ３，５００円（子どものおやつ代、託児料、保険料を含む） 

対 象  1歳児（平成２４年１０月１日～平成２５年９月３０日生まれの子） 

      とその親１２組 

     （※対象年齢より上のご兄弟を連れての参加はご遠慮ください） 

会 場  瑞穂生涯学習センター 他  瑞穂区惣作町２－２７－３  

                  地下鉄 名城線「妙音通」下車徒歩８分 

申し込み受付 ９月２４日（水）１０時 瑞穂生涯学習センター ロビー 

           ※１０時の時点で応募者多数の場合は抽選となります。 

                                    （整理券配布） 
 

    託児グループぞうさん代表 後藤聡美    TEL＆FAX 852-8766  

                      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、毎日我

が子の子育てで忙しくしているお母さん、赤ちゃんが泣きや

まなくて困っているお母さんなど、初めての子育ては様々。

戸惑ったり、不安を感じたりしているママも多いのではない

でしょうか。お互いの悩みや不安について、お母さん同士で

交流し、子育てに対して前向きな方法を見いだしましょう。

ベビーマッサージの時間もありますよ。 
 

対象：生後５か月までの第1子の赤ちゃんを持つお母さん 

    ※なるべく４日間参加できる人を募集します。 

日程：①10月９日(木)②10月16日(木)③10月23日（木） 

    ④10月30日（木）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 定員：５組（予約制） 

内容：ベビーマッサージ、交流など 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：９月１日（月）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。 

この催しは、一部 

「赤い羽根共同募

金」の配分金で実施

します。 

 

 

回 月日 講 座 内 容 会 場 

１ １０/２ 
「はじめまして」～親子で楽しい  ふれあい遊び～    

託児グループぞうさん 
瑞穂生涯学習センター 

２ １０/９ 先生のお話「絵本の世界」   十六文庫 石原ゆみさん 瑞穂生涯学習センター 

３ 1０/１６ 
ママのティータイム （託児付）           

託児グループぞうさん 
瑞穂生涯学習センター 

４ 1０/３０ 
親子でからだあそび     

瑞穂運動場指導員 
瑞穂運動場 

５ 11/６ 
あそびの提案 身近なものであそぼう 

託児グループぞうさん 
瑞穂生涯学習センター 

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

 

 
おつきさまこんばんは 

                    はやしあきこ／さく 福音館書店  
 

よるになって、まんまるの大きなお月さまがでてきました。 

お月さまがきれいに見える季節です。絵本をよんだら、ぜひ 

ほんとうのお月さまも、ながめてみてください。 

ちいちゃんとじゅうごや 

                  しみずみちを／さく ほるぷ出版 
 

今年の中秋の名月は９月８日です。さといもをほって、 

おだんごをつくって、ちいちゃんもお月見のじゅんびを 

おかあさんといっしょにしています。 


