
自主・支援サークル・つどいの広場 瑞穂保健所・瑞穂児童館・ひばり荘
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/おやつ試食会（18日）🌸 軍水(毎週) 軍水（毎週） 汐路/すまいる（11日） ボラみみ（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば１月11日分予約
天使/スキンシップタイム（18日）🌸（満席）天使（毎週） 黎明（11日） ※汐路コミセン らららルーム（毎週） （11日～15日）

瑞穂保健所/子育て講演会（18日）🌸
「イヤイヤ期・ヤンチャないたずら期の対応」

高田/ぞうさんの日（５日・12日）🌸 軍水(毎週) 軍水（毎週） 高田/キューピー（５日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂児童館/ベイビースマイル（５日）🌸※予約受付中
こすもす/人形劇（12日）※１歳半くらいから 天使（毎週） ほりたオープンハート（12日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/キッズシネマ（26日）

穂波/メリーゴーランド（19日）
汐路/すまいる（26日）

※あいうえおハウス
天使/クリスマス工作（６日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（６日） ボラみみ（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば（６日）🌸
たんぽぽ/クリスマス会（20日） たんぽぽ（６日）中山（毎週） ※総合リハビリセンター らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/親子であそぼう（13日）
こすもす/企画・クリスマス会（20日）🌸30組天使（毎週） 瑞穂/ひまわり（６日） 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（27日）
さざんか/つくってたべよう（13日） 中根/ゆりかご（13日） 瑞穂図書館/英語でおはなし会（20日）
さざんか/クリスマス会（20日） ひばり荘／ひばりひなっこクラブ「ルーミー」（27日）
新開/クリスマス会（20日） 瑞穂保健所/ペンギンクラブ（６日・13日・20日）🌸
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（20日）
高田/みみちゃん・ぞうさんの日（14日）🌸 軍水(毎週) 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（21日） いたずラッコ（毎週） 瑞穂児童館/子育て支援者豆知識講座（７日）🌸
直来/手作りおもちゃを作ろう（14日） 天使（７日・１４日・21日） ※陽明コミュニティセンター ボラみみ（毎週） ※申込11月24日～10：00～直接10：30～TEL可

御剱/若芽（14日） ＡＢＣ　Days（７日・14日）🌸 瑞穂児童館/カプランド（21日）
瑞穂図書館/ちいさいひとむけおはなし会（14日・28日）
生涯学習センター/子育てワイワイ広場（21日）

絵本の上手な読み聞かせ※先着16組
軍水/幼児期からの性教育（１日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） 弥富/まんまサークル（１日・15日） てくてくあそぼう会（毎週） 瑞穂保健所/かるがもクラブ（１日・８日・15日・２２日）🌸
軍水/誕生会・身体測定（８日） 天使（８日・15日・22日） 弥富/とどらーずルーム（１日） ボラみみ（毎週） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（８日）
軍水/クリスマスの飾りを作ろう（15日） らららルーム（毎週） ※仁所公民館（軍水町３－１）
軍水/クリスマスコンサート（22日） ぞうさんちパオパオ/わらべうた（８日）
天使/身体測定＆育児相談（15日）
豊岡/作って遊ぼう（２日）🌸お早めにお電話ください 東栄（毎週） ボラみみ（毎週） 瑞穂図書館/みんなのおはなし会 （９日）
軍水（エ）/パパ交流会（２日）🌸 すずらん（２日） 生涯学習センター/たからじまおはなし会（９日）

年末年始のお休み ※先着30人
生涯学習センター/ちいき文庫たからじま（23日）

らららルーム12/29～1/3
ぞうさんちパオパオ　1/2 瑞穂児童館/みんなでメリークリスマス（10日）

瑞穂児童館/パパと遊ぼう&ﾏﾏのﾘﾗｯｸｽﾀｲﾑ（17日）🌸
※申込12月13日10：00～直接10：30～TEL可

　

（名古屋市瑞穂保健所・民生委員児童委員連盟瑞穂区支部後援)

さくらっこ♪　２０１７年１２月のスケジュール   🌸要申込    ☆ご不明な点は裏面連絡先へお問い合わせください

水

火

子育てサロン
幼稚園・保育園(※祝日はお休み)

金

土

日

年齢別お勧めお出かけ先　実施時間　　🌸　要申込　￥要参加費　

木

月

【０歳児】  

★軍水保育園 

・ねんねのママのおしゃべり会 14：30～15：30 

  ※14：00～遊戯室にて受付 

【０～2歳児】   

★高田幼稚園 

 ・みみちゃん🌸 10：00～11：30 

     ￥初回３００円・次回～２００円 

【０歳～未就園】  

★軍水保育園（子育て支援センターぐんぐん） 

 ・金曜企画 10：00～11：00 

 ・支援室、園庭開放 9：30～12：30 

              13：30～15：30 

 ・おやつ試食会🌸 15：00～15：30 

★軍水保育園エリア支援保育所 

 ・パパ交流会🌸10：00～11：30 

★こすもす保育園 

 ・地域開放企画 10：30～11：30 

 ・おやつの会・たべてみよう🌸 

 ・子育てセンターこまめちゃん🌸 10：00～12：00  

★さざんか保育園 

 ・保育園であそぼう会 10：00～11：00 

★新開保育園 

 ・すくすく広場 10：00～11：00 

★すずらん幼児園 

 ・広場開放 10：00～11：30 

 ・園庭開放 9：30～11：00 

★たんぽぽ保育園 

 ・地域開放企画 10：15～11：30 

 

【２～３歳児】 

★高田幼稚園 

 ・ぞうさん🌸 10：00～11：30 

   ￥初回３００円・次回～２００円 

 

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

 
 

  
 

瑞穂保健所 栄養士  

 

「スィートかぼちゃ」 
 

（４人分材料） 

  かぼちゃ ４００ｇ、 砂糖 大さじ２、 バター 小さじ２、 

  牛乳 １００ｍℓ、 シナモン(あれば)  少量 
 

  （作り方） 

  ①かぼちゃは種とわた・皮を取り除いて薄く切って、 

    (またはラッブしてレンジで加熱)つぶしておく。 

  ②砂糖・バター・牛乳・シナモンをよく練り上げて、 

    ①を合わせる。 

  ③アルミカップに分けて、２００℃のオーブンで軽く焦げ目が 

   つくまで焼く。 
 

     

さくらっこ♪ＨＰ 

 
ｈｔｔｐ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｏｒｇ/ 

子育て教室 にこにこ ベビー    瑞穂保健所 

                                   

生まれた時から比べると大きくなって、起きている時間も長くなって 

きましたね。毎日新しい発見がいっぱいの赤ちゃんと、親子でふれあ

いママ同士も交流しましょう！ 
 

日時：Ｈ30年１月23日（火) 

      受付９：４５～１０：００  １１：３０終了予定 

内容：  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 

定員：先着３０組 

対象：Ｈ２９年３月１日生～Ｈ２９年８月２１日生 

持ち物：母子健康手帳 

     お子さんを寝かせる敷物用のバスタオル 

申し込み開始日：Ｈ２９年１２月１５日（金） 

申し込み・問合せ：瑞穂保健所 子育て総合相談窓口 

               ＴＥＬ ８３７－３２８５ FAX ８３７－３２９１ 

【０歳・ 

   初めてのお子さんを妊娠中の方】 

・弥富/まんまサークル ￥100/回 

            10：30～11：50 

・陽明/いないいないぱぁ 

  総合リハビリセンター 10：00～11：00 

・陽明/いないいないばぁ（陽明） 

  陽明コミュニティセンター 10：00～11：00 

【１歳】 

・弥富/とどらーずるーむ￥100/回 

            10：30～11；50 

・陽明/いないいないぱぁ 

  総合リハビリセンター 11：00～12：00 

・陽明/いないいないばぁ 

  陽明コミュニティセンター 11：15～12：15 

【０歳から未就園・ 

  初めてのお子さんを妊娠中の方】 

・御剱/若芽 10：00～11：30 

・瑞穂/ひまわり 10：00～12：00 

・高田/キューピー 10：00～11：30 

・ほりたオープンハート 

             10：30～12：00 

・穂波/メリーゴーランド 

             10：00～11：30 

・汐路/すまいる￥20/回 

             10：30～12：00  

・井戸田/あいあい 10：00～11：30 

・豊岡学区子育て支援クラブ 

      ※学区内回覧にてお知らせ 

・中根/ゆりかご 10：00～11：45 

★生涯学習センター 

 ・子育てワイワイ広場 10：00～11：30 

      定員１６組 先着順 

 ・たからじまおはなし会 10:30～11:45 

 ・ちいき文庫たからじま 10：00～12：00 

★瑞穂児童館 

【０歳児】 

 ・ベイビースマイル🌸 10：30～11：30 

 【６ヵ月～１歳６ヵ月児】 

  ・パパと遊ぼう＆ママのリラックスタイム🌸10：30～11：30 

 【０歳～未就園児】 

  ・親子であそぼう １0：30～11：30 

  ・キッズわんぱーく 10：00～11：30 

  ・おでかけわんぱーく 10：30～11：30 

 【０歳～】 

 ・カプランド 15：00～16：30 

 ・キッズシネマ 幼児向け 13：30～14：30 

           小学生以上向け 14：45～16：45 

  【支援者】 

 ・子育て支援者講座 10：00～11：30🌸  

★ひばり荘 

 【０歳～未就園】 

 ・ひばりひなっこクラブ「ルーミー」10：00～11：30 

★瑞穂図書館 

 ・みんなのおはなし会 11:00～11:30   

 ・ちいさいひとむけおはなし会 ①11:00～11:20 

                     ②11:30～11:50   

 ・英語でおはなし会  11:00～11:30   

★瑞穂保健所 

 ・子育て講演会🌸 10：00～11：30  

 ・かるがもクラブ🌸＆ペンギンクラブ🌸  10:00～11:30   

★瑞穂区役所 

 ・さくらひろば🌸 10：15～11：30  

【０歳～未就園児】  

★つどいの広場・支援サークル 

 ・ぞうさんちパオパオ ￥300/回 

                             10：00～13：00 

        わらべうた １１：00頃～11：30 

 ・ボラみみ ￥1000/入会費 

                               10：00～15：00 

    火曜日講座🌸 10：00～13：00 

 ・らららルーム 

       （名古屋市子育て支援拠点） 

                             10：30～16：00 

               火曜日 12：30～17：30 

  ・瑞穂えだまめキッズ 

  （双子・三つ子の会） 10：30～11：30 

★自主サークル  

 ・てくてくあそぼう会 ￥200/月 🌸 

              10：00～12：30 

 ・いたずラッコ ￥100/月 🌸 

              10：00～12：00 

・ABC Days ￥300/回 🌸 

              10：00～11：00 

 

    

※瑞穂児童館・瑞穂生涯学習センター・瑞穂区役所 

瑞穂保健所の子育て支援事業詳細につきましては 

『広報なごや』でご確認ください 

★天使保育園（子育て支援センターエンゼル） 

 ・クリスマス工作 10：00～11：30 

 ・身体測定＆育児相談 10：00～11：30 

 ・スキンシップタイム 10：30～11：30🌸 

★中山保育園  

 ・園庭開放企画 10：00～10：15 

 ・おはなし散歩  10：45～11：00 

 ・ぞうさんひろば 10：00～11：00 

★豊岡保育園 

 ・親子で遊ぼう会 10：00～11：00 

★直来保育園 

 ・直来あそぼう会 9：45～11：00 

★中山保育園 

 ・ぞうさんひろば🌸 10：00～11：00  

 ・おはなし散歩 11：00～ 

 ・園庭開放 10：00～ 

★黎明保育園 

 ・こんにちは広場、園庭開放 10：00～11：15 

 

★たんぽぽ保育園 

 ・赤ちゃん広場 10：15～11：30 

だっこして 

                         にしまきかやこ／作 こぐま社 
 

カンガルーのあかちゃんが「だっこして」。 

ひよこのぼうやも、くまのこちゃんも「だっこして」。 

どのこも、だっこしてもらってごきげんです。 

わたしも、だっこしてほしいな。 

があちゃん 

                        かつやかおり／さく 福音館書店 
 

さむくなってきました。 

あたたまるには、おふろがいちばん。 

があちゃんも、おふろにはいります。 

みんなは、おふろ すきかな？ 

       みんなでメリークリスマス！   

  ～ 名古屋女子大学総合科学研究所共催 ～     瑞穂児童館 

 

クリスマスにちなんだ工作をしたり、色々なイベントが盛りだくさん！ 

楽しいクリスマスの劇や演奏もあるよ♪ 

 

日時：１２月１０日（日）10：00～15：00 

対象：乳幼児～高校生（未就学児は保護者同伴） 

内容：クリスマスパーティーがはじまるよ          

    おねえさんの科学ショー（１回目）          

    みんなでクリスマスを楽しみましょう パート1         

    みんなでクリスマスを楽しみましょう パート2   

    おねえさんの科学ショー（2回目） 

    サンタさんとメリークリスマス 

    クリスマスのペーパークラフトをつくろう 

    じしゃくであそぼう   

             

    ※自由に遊べるスペースもあります  

10：00～ 

10：30～ 

11：00～ 

13：00～        

13：30～ 

14：00～        

終日 

終日 

パパ交流会 

軍水保育園遊戯室にて 

概ね６ヶ月以上のお子さんとお父さん１０組 

内容：ふれあい遊び・冬の感染症の話・参加者交流・園見学 

      ～ 企 画 申 込 ～ 

 

※・軍水保育園（こそだて支援センターぐんぐん） 

   ・軍水保育園エリア支援保育所 

    開催日前月の１０日以降の平日 

    ９時～１７時 電話 ８３３－５５００ 

 

  ※こすもす保育園 

    毎月第３木曜日 

※日程を訂正 


