
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(毎週) 軍水（毎週） ボラみみ（毎週）
らららルーム（毎週）
子育て広場リーゴ（毎週）

高田/企画（７日・28日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） キューピー（7日） ぞうさんちパオパオ（毎週）
軍水/おやつ試食会（７日）※予約制3：15～3：45 黎明（14日） ほりたオープンハート（14日） ボラみみ/ 2歳未満対象（7日・21日）
軍水/おしゃべり会（21日）※3：00～4：00 メリーゴーランド（21日） らららルーム（毎週）
天使/家庭保育室エンゼルで遊ぼう（日） すまいる（28日） 子育て広場リーゴ（毎週）

あいあい（28日）
こすもす/運動会ごっこ（８日）in初日公園 軍水（毎週） 軍水（毎週） ひまわり（１日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂児童館/親子であそぼう（８日）
こすもす/おにぎり持って遠足（22日)in田辺公園 たんぽぽ（１日） 中山（毎週） いないいないばあ（１日） ボラみみ（毎週） 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（22日）
こすもす/わらべうたあそび(29日)※予約制 ゆりかご（８日） らららルーム（毎週） 瑞穂図書館/英語でおはなし会（15日）
さざんか/みんなで散歩に行こう（８日） 子育て広場リーゴ（毎週）
さざんか/作って食べよう（22日）※材料費100円
たんぽぽ/赤ちゃん広場（22日）※概ね５ヶ月～
中山/音楽に合わせて体を動かそう（22日）※10：00～
すずらん/広場開放（29日）
軍水/前髪カット講座（29日）※10：00～11：00
天使/身体測定（29日）
高田/企画（２日・９日・16日・23日・30日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） いないいないばあ（16日） いたずラッコ（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば（２日）※要予約

て 天使/ハンカチ遊び（９日） 豊岡（23日） 若芽（23日） ボラみみ（毎週） 瑞穂保健所/ﾍﾟﾝｷﾞﾝｸﾗﾌﾞ（毎週）※在宅ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
天使/家庭保育室エンゼルで遊ぼう（23日） ※10：30～12：00 もしもし文庫（９日・23日） 瑞穂図書館/おはなし会　乳児～（９日・23日）

子育て広場リーゴ（毎週） 瑞穂図書館/絵本で赤ちゃんともっとなかよく（30日）
天使/家庭保育室エンゼルで遊ぼう（３日） 瑞穂児童館/カプランド（16日）15：00～16：30
中山/おはなし散歩（３日）※竹田公園 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（30日）中山住宅集会所
軍水/運動遊び（３日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） まんまサークル（３日・17日） てくてくあそぼう会（毎週） 瑞穂保健所/かるがもクラブ（２４日を除く毎週）
軍水/1歳児とあそほう（10日） 東栄（10日・24日） とどらーずルーム（３日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂児童館/こあらっこ・はいはいクラス(10日)
軍水/合奏とお話（17日） ボラみみ（毎週） 瑞穂児童館/こあらっこ・てくてくクラス(24日)
軍水/誕生会・草花を生けてみよう（24日） らららルーム（毎週）
軍水/ヨガ（31日） 子育て広場リーゴ（毎週）
東栄/ミニ運動会（17日） 東栄（４日を除く毎週） ボラみみ（毎週） 瑞穂図書館おはなし会  幼児～（11日・25日）
中山/ぞうさんひろば（25日）※要申込 ちいき文庫たからじま（11日･25日） 瑞穂生涯学習センター/センターまつり（25日）
天使/保育園で遊ぼう（４日・11日・25日） おもちゃ図書館にこちゃん（18日） 瑞穂児童館/キッズシネマ（11日）

瑞穂児童館/児童館こどもまつり（５日）
瑞穂生涯学習センター/センターまつり（26日）

金

水

                                                                                               さくらっこ♪　２０１4年１0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。

火

子育てサロン
幼稚園・保育園(※祝日はお休み)

月

日

木

土
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【瑞穂児童館】   ＴＥＬ ８５２－２２２９  

★マザリーズ教室 

 ～名古屋女子大学交流事業～ 

 日程：10月25日（土）10：00～11：00 

 定員：20組 対象：０歳（３か月～）のお子さんと保護者 

 内容：赤ちゃんへの柔らかな語りかけを楽しく学びます 

 参加方法：10月11日（土）10：00～ 

 直接申込10：30から電話でもOK！ 

★こあらっこ ［リズム遊び］ 

 ～はいはいクラス～  

 日程：10月10日（金）①10:00～10:45 ②11:00～11:45 

 対象：歩きだす前の０～１歳児と保護者 

 ～てくてくクラス～  

 日程：10月24日（金）①10:00～10:45 ②11:00～11:45 

 対象：歩きだしている０～１歳児と保護者 

  ※10月で２歳になる子までＯＫ 

 ［両クラスともに］定員：各回20組 

  申込：10月１日(水)10:00から直接申込 

            10:30からは電話もＯＫ 

★キッズシネマ 

 日時：10月11日（土）①13：30～14：30 ②14：45～16：45 

 内容：①幼児向けの映画 ②小学生以上向けの映画 

 費用：５０円（ポップコーンを買う人のみ） 

★児童館まつり 

 日時：10月５日（日）10：00～15：00 

 内容：ゲームコーナーや模擬店、 

  人形劇団ひと組ほんわかシアター（13：00～14：00） 

  乳幼児の食育相談    ほか 

 ※詳しくは児童館まつりのチラシをご覧下さい。 

 

 【瑞穂生涯学習センター】 ＴＥＬ ８７１－２２５５ 

★'1４みずほ生涯学習センターまつり 

 日時：10月25日（土）９：30～16：30 

                26日（日）９：30～16：00 

 ※詳しくはセンターまつりのチラシをご覧下さい。 

★「みずほプラザ」名古屋港水族館の歩みと未来 

      ～海の生き物とともに～ 

 日時：10月25日（土）10：00～12：00 

 対象・定員：どなたでも・60名 

 講師：名古屋港水族館職員 

 会場：瑞穂生涯学習センター 視聴覚室 

 ※「2014みずほ生涯学習センターまつり」のイベントと 

  して行います 
 

【瑞穂図書館】 ＴＥＬ ８５３－０４５０  
★子どもと本の講座「絵本で赤ちゃんともっとなかよく！」 

 内容：赤ちゃんといっしょに楽しむ絵本やわらべうた 

 日時：平成25年10月30日（木） 午前10：30～11：30 

 対象・定員：乳幼児と保護者20組 

 申込み受付：10月18日（土）午前10：00～（来館・電話） 

        先着順、定員に達し次第締切 

 

 【瑞穂保健所】 ＴＥＬ ８３７－３２８５  

★ヒヤっとしたことないですか？子どもの事故防止教室  

 日時：11月26日(水)  

 受付９：45～10：00   11：30分頃終了予定  

 場所：瑞穂保健所４階 健康増進室  

 対象：平成23年11月生まれ～平成26年３月生まれ  

 持ち物：母子健康手帳  

 申し込み：10月14日（火）～電話受付 先着２５名  

 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  

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

 
 

                                                                                                                                                                                   めんめんばあ  

     はせがわせつこ／ぶん やぎゅうげんいちろう／え 福音館書店 
 

「いないいないばあ」あそびの絵本はたくさんありますが、 

これもそのうちのひとつです。 

めん めん ばあーっ といって、だれがでてくるかな？ 

  

 
 

幼・保育園 運動会日程 
 
 

豊岡保育園/１０月４日（土）9時～ 瑞穂公園にて 

 

直来保育園/10月11日（土) 

              ※雨天順延18日（土）  

新開保育園/10月18日（土） 

              ※雨天順延21日（火）９時～ 

すずらん幼児園１０月18日（土) 井戸田小学校にて  

 

天使保育園/１０月18日（土)９時45分～惣作公園にて 

              ※ 雨天19日（日） 

                         
 

 

瑞穂保健所栄養士         

                       

         「 かぼちゃのコロッケ」                  

【材料】  

  かぼちゃ ２４０ｇ、 玉ねぎ ６０ｇ、ツナ缶 ６０ｇ 

   マッシュルーム ２０ｇ、 マーガリン 小さじ１、  

  塩・こしょう、 小麦粉、 卵、 パン粉、 油 
 

 【作り方】   

① かぼちゃは、ゆでてつぶしておく。 

② 玉ねぎ・マッシュルームはみじん切りにして、 

   ツナ缶と共にマーガリンで炒めて塩・こしょう 

   をしておく。 

③ ①②を混ぜて８つの俵型を作り、小麦粉 卵 

  パン粉をつけて揚げる。   

                 子育て応援講座（託児付） 

              
講師に母と子の育児サポート団体『カンガルーポケット』をお迎えして 

子どもの、自分の、そして夫婦の応援 をテーマに連続講座を行います。 

 

内容：1.子どものやる気を育てる  10月9日(木) 10時～12時 

    2.自分の怒りのコントロール 10月16日（木）10時～12時 

    3.夫婦のコミュニケーション  10月30日(木),11月6日(木),11月13日(木)10時～12時 

           

会場：瑞穂生涯学習センター 第３集会室     受講料：１０００円（全5回分） 

定員：１５名   締切：定員になり次第締め切ります 

お申込み：下記内容をメールまたはＦＡＸでお送りください。  

        ＦＡＸ ０５２－８１１－７８１２ メール boramimist@yahoo.co.jp  
お名前（ふりがな），住所，連絡先（Ｔｅｌ Ｆａｘ Ｅメール），託児希望の有無・お子さんの年齢（月齢）  

       
この講座は、子育て支援の担い手養成事業として、名古屋市社会福祉協議会の助成を受け、 

ボラみみより情報局が実施します  

     ※講座チラシ（講座お申込書）は、さくらっこ♪ホームページから入手できます 

うしろにいるのだあれ 

                ふくだとしお／さく 新風舎 
 

ぼくのうしろにいるのは、かめくん。 

かめくんのうしろにいるのは、ねこさん。 

ねこさんのうしろにいるのは… 

どんどんたどっていくと、さて、どこに行くかな？ 

か ぼ ち ゃ 倶 楽 部 

らららルームは１０月１日から 

       下記住所にて開催します。 

昭和区広路町字石坂48-5 Tel&Fax 834-3608 


