
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 いこいの家　(※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（19日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） 汐路/すまいる（19日） ボラみみ（毎週）
軍水/春からお仕事のママの交流会（19日）天使（毎週） ※汐路コミュニティセンター らららルーム（毎週）
高田/遊びの会・ぞうさんの日（13日）🌸 軍水(毎週) 軍水（毎週） 高田/キューピー（６日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/ベイビーすまいる（６日）🌸受付中
こすもす/おやつの会（13日）🌸 天使（毎週） ほりたオープンハート（13日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば申込

穂波/メリーゴーランド（20日） ３月１日分（２月13日～16日）
井戸田/あいあい（27日）
汐路/すまいる（27日）※あいうえおハウス

中山/園庭開放・パネルシアター（14日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（７日） ボラみみ（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば（７日）🌸
天使/ボールプールで遊ぼう（21日） 天使（毎週） 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（14日）
さざんか/保育園で遊ぼう（21日） 中根/ゆりかご（14日） 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（28日）
こすもす/リズムあそび（21日） ひばり荘/ひばりひなたっこクラブ「ルーミー」（28日）
たんぽぽ/支援室であそぼう（21日） 瑞穂保健所/ペンギンクラブ(く毎週)🌸
新開/園庭または遊戯室遊び（21日）
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（21日）
軍水/おやつ試食会（28日）🌸
軍水（エ）/リラックスママ（８日）🌸 軍水(毎週) 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（15日） いたずラッコ（毎週） 瑞穂図書館/ちいさいひとむけおはなし会（８日・２２日）
※春から入園ママと先輩ママの交流会 天使（毎週） ※陽明コミュニティセンター ボラみみ（毎週） 瑞穂児童館/カプランド（15日）

御劔/若芽（22日） ABC Days（１日・８日・22日）
直来/遊戯室で遊ぼう（22日）
軍水/豆まき（２日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） 弥富/まんまｻｰｸﾙ(２日・16日） てくてくあそぼう会（毎週） 瑞穂児童館/ベビーマッサージ＆ママビクス（９日）🌸
軍水/誕生会・身体測定（９日） 天使（毎週） 弥富/とどらーずルーム（２日） ボラみみ（毎週） ※申込１月25日（金）10：00～直接10：30～電話
軍水/１歳児と遊ぼう（16日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/おでかけわんばーく（16日）
軍水/ひな祭りの飾りを作ろう（23日） ぞうさんちパオパオ/わらべうた（９日） 高田コミュニティセンター（直来町１－７－１）
天使/育児相談＆身体測定（16日） みずほにじいろ 瑞穂児童館/ストーリーテリング（23日）

（２日・９日・１６日・２３日） 瑞穂保健所/かるがもクラブ（毎週）🌸
瑞穂保健所/にこにこベビー申込（３月１４日実施）
※申込・問合せ２月１６日～子育て総合相談窓口

中山/ぞうさんひろば（17日）🌸 すずらん（24日） 瑞穂図書館/みんなのおはなし会（10日・24日）
　スイートポテト味さつまいもだんご ｈｔｔｐ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｏｒｇ/ 瑞穂図書館/学生ボランティアのおはなし会（10日）
　　　 瑞穂図書館/こどもまつり（17日）

瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま（10日）

　

　

（民生委員児童委員連盟瑞穂区支部後援)

さくらっこ♪　２０１８年２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

子育てサロン
幼稚園・保育園(※祝日はお休み)

金

年齢別お勧めお出かけ先　実施時間　　🌸要申込　￥要参加費

火

木

月

土

日

高田/みみちゃん・ぞうさんの日🌸（15日・22日）

【０歳児】       

★軍水保育園（子育て支援センターぐんぐん） 

 ・ねんねのママのおしゃべり会 14：30～15：30 

    ※受付14：00～ 支援室 

 

【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～未就園児】  

★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 

 ・春からお仕事のママの交流会 14：00～15：30 

  ※支援室にて    

 ・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 

★こすもす保育園 

 ・地域開放企画 10：30～12：00 

 ・おやつの会🌸 14：30～16：00 

 ・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 ※雨天中止 

 ・園庭開放 9：30～11：00 

 

【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 

 

【来年度幼稚園入園予定の方】 

★軍水保育園エリア支援保育所 

 ・リラックスママ🌸 10：00～11：30 

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

 
 

  
 

                                                                                                                                                                                   

おかあさんのパンツ 

 山岡ひかる／作 絵本館 
 

おしりにさくらんぼの絵がついたパンツ。 

おかあさんがはいたら…りんごになっちゃった！ 

ねずみさんはくまさんに、おさかなはくじらに。 

思わず笑ってしまうユーモラスな絵本です。 

 

【０歳児・ 

  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/いないいないばぁ 

  リハビリセンター 10：00～11：00 

・陽明/いないいないばぁ（陽明） 

  コミュニティセンター 10：00～11：00 

【１歳児】 

・弥富/とどらーずるーむ 

            10：30～11：50 

・陽明/いないいないぱぁ 

 リハビリセンター 11：00～12：00 

・陽明/いないいないばぁ 

 コミュニティセンター 11：15～12：15 

【０歳児から未就園・ 

 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 10：00～11：30 

 

 

※上記サロンへのお問い合わせは 

 瑞穂区役所民生子ども課へ 

 TEL  ８５２－９３９２ 

  

【０歳～】  

★生涯学習センター 

 ・ちいき文庫たからじま 10：00～12：00 

★瑞穂児童館 

 【０歳児】 

 ・ベイビーすまいる🌸10：30～11：30 

  ※軍水保育園エリア支援保育所共催 

 【0（２ヶ月）～１歳児※歩き出す前のお子さん】 

 ・ベビーマッサージ＆ママビクス🌸  

   ①10：00～10：45 ②11：00～11:45 

 【０歳児～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 

 【小学生・未就園児と保護者】 

  ・ストーリーテリング 16：05～16：30 

 【乳幼児～高校生】 

  ・カプランド 15：00～16：30 

★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  

 ・学生ボランティアによるおはなし会14：00 ～15：00 
 ・みずほとしょかんこどもまつり 11：00～16：00 

★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 

★瑞穂保健所 

 【０～１歳児】 

 ・かるがもクラブ🌸 10:00～11:30   

 ・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歳児～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(金曜日) 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 

       （地域子育て支援拠点） 

                             10：00～15：00 

               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 

★いこいの家 

 ・みずほにじいろ ９：30～12：30 

   （発達の遅れが気になる幼児と 

                 保護者の交流）  

★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 

 
 
 ※裏面に連絡先のない自主サークル 

支援サークルへのお問い合わせは、  

さくらっこ♪ホームページの 

 さくらっこ♪について→お問い合わせ  

※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 

★すずらん幼児園 

 ・広場開放 10：00～11：30 ※雨天中止 

 ・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 

 

★天使保育園 

  （子育て支援センターエンゼル）    

 ・ボールプールであそぼう 10：30～11：30 

 ・看護師による育児相談 10：00～11：30 

 ・支援室開放 10：00～15：00 

★中山保育園  

 ・園庭開放 10：00～ 

  ・園庭開放企画 10：00～10：15 

 ・おはなし広場  10：45～11：00頃から 

 ・ぞうさんひろば🌸 10：00～11：00 

★直来保育園 

 ・直来あそぼう会 9：45～11：00 

★黎明保育園 

 ・こんにちは広場、園庭開放 

          10：00～11：15 

 

     ～ 企 画 申 込 ～ 

 ※軍水保育園エリア支援保育所 

  ９時～１７時 電話 ８３３－５５００ 

  ※こすもす保育園 

  毎月第３木曜日 

  １２時３０分～ 電話 ８３４－００８１ 

★たんぽぽ保育園 

 ・赤ちゃん広場 10：15～11：30 

パパおふろ 

きくちちき／作 文溪堂 
 

くまちゃんは、おふろがだいすき。 

体をきれいに洗ったら、パパといっしょに湯船に 

ざっぷーん！ 

おふろって気持ちいいね 

さくらっこ♪ＨＰ 

               さくらっこ♪交流会 
                 

 「瑞穂区子育てネットワークさくらっこ♪」が子育て中の家族を対象に 

交流会を開催します。 

親子で楽しめる音楽ユニット「すかほわ」のミニコンサートのあとは 

交流会をおこないます。 

子育てについていろいろ話してみませんか？ 

子育て中の親子のみなさん、ぜひご参加ください。 

 

 

 日 時：２月２７日（火）受付９時５０分 

     ミニコンサート、交流会  １０時～１１時半 

会 場：瑞穂児童館ホール 

     瑞穂児童館萩山町１－２２TEL:０５２-８５２-２２２９ 

     ※申し込み先ではありません 

     ※公共交通機関のご利用をお願いいたします 

       

 
 

        主催 瑞穂区子育てネットワークさくらっこ 

         共催 瑞穂児童館 

 

 

 

対 象：０～１歳児とその保護者  ※入場無料 

定 員：先着３０組 

申込先：社会福祉法人名古屋市瑞穂区社会福祉協議会内 

    「瑞穂区子育てネットワークさくらっこ♪」事務局に 

    電話申込み 

     電話０５２-８４１-４０６３（担当奥坂） 

申込日：平成３０年２月７日（水）から２月２１日（水） 

     平日の１０時～１７時に先着順受付 

      ※定員になり次第締め切ります 

 

みずほとしょかん こどもまつり 
 

      いつも図書館でおはなし会をやってくれている 

ボランティアさんが大集合！ 

     いつもとちょっとちがうおはなし会や工作教室も行います 
 
 

日時：２月１７日（土）午前１１時～午後４時 （途中休憩あり） 

 

  11：00～11：40 ストーリーテリングのおはなし会 ５歳～ 

  11：00～11：45 みんなあつまれ！おはなし会① 乳幼児～ 

  13：15～14：00 英語でおはなし会           乳幼児～ 

  14：15～15：00 みんなあつまれ！おはなし会② 乳幼児～ 

  15：15～16：00 工作教室 幼児～ 
  

児童館まつり ※模擬店など一部有料となります 

 日時：２月２５日（日）午前１０時～午後３時 

 対象：乳幼児と保護者、小学生～高校生 

 内容：子ども縁日やキッズボラによるゲームコーナー・幼児向け『あそびの広場』 など 

                    ～瑞穂児童館 ３月企画～ ※申し込み２月分 

  パパと遊ぼう＆ママのリラックスタイム🌸 

  ※３月４日（日）10：30～11：30 

  対象：6ヵ月～1歳6ヵ月児と保護者 

  申込：２月18日（日）10：00～直接10：30～電話 

                
  ベイビースマイル同窓会🌸 

  ※３月９日（金）10：30～11：30 

  ベビすまに参加経験のある１歳児と保護者 

 申込：２月23日（金）10：00～直接10：30～電話 


