
自主・支援サークル・つどいの広場 瑞穂保健所・瑞穂児童館・瑞穂区役所
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

黎明/こんにちは広場（17日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） すまいる（10日）※汐路コミセンボラみみ（毎週）
らららルーム（毎週）
子育て広場リーゴ（毎週）

こすもす/人形劇（４日10：15~11：30）※２歳～ 軍水（毎週） 軍水（毎週） キューピー（４日） ぞうさんちパオパオ（毎週）
こすもす/食べてみよう２歳児のごはん(11日)※要予約 ほりたオープンハート（11日） ボラみみ/0〜1歳児対象（４日・１８日）
こすもす/食べてみよう１歳児のごはん(18日)※要予約 メリーゴーランド（18日） らららルーム（毎週）
高田/企画(11日) すまいる（25日） 子育て広場リーゴ（毎週）
軍水/おやつ試食会（18日15：00～15：30） あいあい（25日）
さざんか/おもちゃづくり(12日) 軍水（毎週） 軍水（毎週） ひまわり（５日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂児童館/親子であそぼう（12日）
さざんか/保育園で遊ぼう(26日) たんぽぽ(19日) 中山（毎週） いないいないばあ（５日） ボラみみ（毎週） 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（26日）
軍水/ベビーマッサージ（12日15：15～15：45） ゆりかご（12日） らららルーム（毎週） 瑞穂図書館/英語でおはなし会（19日）
軍水/前髪カット講座（19日10：00～11：00） 子育て広場リーゴ（毎週） 瑞穂保健所/ペンギンクラブ（５日・12日・19日）
軍水/おしゃべり会（26日15：00～16：00）
こすもす/リズム遊び（26日）
中山/エプロンシアター（19日10：00～10：15）
天使/ボールであそぼう（19日）
すずらん/広場開放（19日）※雨天中止
高田/企画（毎週）　 軍水(毎週） 軍水（毎週） 若芽（27日） いたずラッコ（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば(６日)※要予約
天使/家庭保育室エンゼルで遊ぼう（６日） いないいないばあ（20日） ボラみみ（毎週） 瑞穂図書館/おはなし会　乳児～（13日・27日）
軍水/１歳児と遊ぼう（６日15：15～16：00） もしもし文庫（13日・27日） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく井戸田（20日）
直来/園庭で遊ぼう（20日）　
中山/おはなし散歩（７日）※竹田公園 軍水(毎週) 軍水（毎週） まんまサークル（７日・21日） てくてくあそぼう会（毎週） 瑞穂保健所/かるがもクラブ（毎週）
東栄/さんぽ（７日） 東栄（14日・28日） とどらーずルーム（７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(14日)
東栄/室内遊び（21日） ボラみみ（毎週） 瑞穂児童館/こあらっこ・てくてくクラス(28日)
軍水/散歩（７日）※福池公園 らららルーム（毎週）
軍水/音楽コンサート（14日） 子育て広場リーゴ（毎週）
軍水/クリスマスの飾りを作ろう（21日）
軍水/誕生会＆ヨガ（28日）
新開/園庭または室内遊び(21日)
天使/家庭保育室エンゼルで遊ぼう（14日）
天使/身体測定（28日10：00～11：00）※家庭保育室エンゼルにて
天使/保育園で遊ぼう（毎週） 東栄（毎週） ボラみみ（毎週） 瑞穂図書館/おはなし会  幼児～（８日・22日）
中山/ぞうさんひろば（29日）※要申込 すずらん（８日） おもちゃ図書館にこちゃん（15日） 瑞穂図書館/わらべうた講座

ちいき文庫たからじま（８日･22日） ～おとうさんといっしょ～（29日）
ぞうさんちパオパオ（８日）

日

水

　　　　　　　　　　　　さくらっこ♪　２０１４年11月のスケジュール　※日程変更等もございます、事前のお問い合わせをお勧めします。

土

金

木

子育てサロン
幼稚園・保育園(※祝日はお休み)

月

火

11月のイベント情報 

 
【瑞穂図書館】   ＴＥＬ ８５３－０４５０ 

★わらべうた講座「おとうさんといっしょ」 

               ～ わらべうたであそぼう ～ 

 日時：11月29日（土）10：30～11：30 

 講師：伊藤ゆかり氏   定員：10組 
 対象：乳幼児と男性保護者 （女性保護者同伴も可） 

 申し込み：11月15日(土)10：00～ 来館・電話可 
 

【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：１１月14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 

 参加費：５００円（オイル代） 

 ～てくてくクラス～☆おやこヨガ 

 日時：11月28日（金）10:00～10:45 ②11：00～11：45 

 対象：歩きだした０～１歳児と保護者 

 ※11月で２歳になる子まで参加可能です。 

 【各クラス・各回とも】 

 定員：２０組（先着順） 

 参加方法：11月１日（土）10：00から直接申込 

              （10：30から電話も可） 

★おでかけわんぱーく 

 日時：11月20日（木）10：30～11：30 

 場所：井戸田コミュニティセンター 

    （井戸田町３-２５-１）  
 内容：児童館のキッズわんぱーくがおでかけします 

 
【瑞穂保健所】ＴＥＬ ８３７－３２８５ 

 ★子育て教室 にこにこ ベビー 

 日時：Ｈ２6年12月５日（金）、12月11日（木）の２日間 

         受付９：45～10：00  １１：３０頃終了予定 

 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） 

           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：Ｈ26年2月１日生～Ｈ26年5月31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11月11日（火） 

 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 

 

☆さくらっこ♪交流会㏌子育て広場リーゴ 

 日時：１１月２６日（水） 10：00～11：45 

 内容：手遊び、交流会、給食（幼児食）試食 

           さくらっこ♪の活動紹介 

     ※お弁当箱に入った給食を親子で食べて頂きます。 

 場所：子育てひろばリーゴ 瑞穂区八勝通１丁目14-4      

 対象：１～２歳児の親子  定員：５組 

 持ち物：お茶、お手拭き、子ども用のエプロン、フォーク、 

      スプーンなど（必要に応じておにぎり等の軽食） 

 参加費：給食費２５０円 

      （ひろば運営協力費はさくらっこ♪が負担します） 

 申込み開始：随時 先着順 

 申込み先：子育てひろばリーゴ 052-861-7298 

 ※アレルギー対応は、卵の完全除去のみです。 

  できるだけ公共交通機関でおでかけください。 

  お車の場合は近隣のコインパーキングをご利用ください。 

 

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

 

 

きつねとたぬきのばけくらべ 

        松谷みよ子／ぶん ひらやまえいぞう／え 童心社 

 

お山にすんでいるきつねは、とてもいばりんぼ。 

ある日たぬきに「ばけくらべをしよう」と手紙をかいて、 

自分はきれいなおよめさんにばけて出かけていきました。 

このばけくらべ、どちらが勝つかな？ 

 

もりのおふろ 

                     西村敏雄／さく 福音館書店 

 

もりのおくには、大きなおふろがあります。 

ここへやってくるのは、ライオンに、ゾウに、ワニ。 

まだまだいろんな動物がやってきますよ。 

  

  瑞穂生涯学習センター 子育てｅｎｊｏｙセミナー   

    ～ 入学前に知っておきたいこと  ～ 
 

本講座は、小学校入学前の子どもをもつ親が対象です。 

入学前に感じている不安を、期待や楽しみでいっぱいにする 

ために、子どもへの接し方や生活習慣などについて学びます。 

親どうしの交流も深めながら、毎日が楽しくなるような 

小学校生活を迎えましょう。 

 

期間：平成27年１月22日（木）～２月26日（木）（全６回） 

    ※託児コース受講者は1/15(木)10時より説明会 

時間：10：00～12：00 

対象・定員：一般・２４名（うち託児付き8名） 

    ※託児対象は1/22現在満2歳以上の未就学児 

受講料：１，５００円  教材費：５００円 

           （託児おやつ代：３６０円） 

申込み方法：往復はがきまたは名古屋市電子申請 

        サービス 

申込締め切り：12月３日（水）必着 

 

①１月２２日 【公開講座】 
         入学がもっと楽しみに！やる気を高めるコミュニケーション 

           教育セラピスト  桑原 規歌 

②１月２９日 子どもの笑顔を守るために 

         ～心のサインを受け止める傾聴を実践～ 

社会福祉法人愛知いのちの電話協会事務局長 兼田 智彦    

③２月 ５日 大切にしたい生活のリズム 

        ～「あたりまえ」の継続が子どもの能力を驚くほど伸ばす～ 

         愛知東邦大学教授 古市 久子  

④２月１２日 【調理実習】 

         これからの成長に必要な栄養は？ 

         ～毎日の食生活に食育を生かそう～ 

愛知みずほ大学短期大学部教授 上原 正子 

⑤２月１９日 入学したあと、いくら必要？ 

                          ～これからのマネープランを考えてみよう～ 

ＳＭＢＣ コンシューマーファイナンス（株） マネーアドバイザー 

⑥２月２６日 知っておきたい、子どものからだの成長と健康管理 

                                 瑞穂保健所保健師 

                                       
 

                       瑞穂保健所栄養士            

     

                 「かぼちゃジャム２種」  

【材料】 （１人分） 

 かぼちゃ ３０ｇ、 マーガリン 小さじ１弱、 砂糖小さじ１／２ 

 かぼちゃ ５０ｇ、 砂糖 小さじ２、 レモン汁 小さじ１ 

 

 【作り方】  

① かぼちゃは皮を取り除いて薄切りにする。 

② 材料を全部鍋入れて、かぼちゃが柔らかくなり煮汁がなくなる  

   まで煮る。 

③ ②をつぶして出来上がり。 
  
 

か ぼ ち ゃ 倶 楽 部 


