
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

軍水(毎週) 軍水（毎週） 汐路/すまいる（12日） ボラみみ（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば申込
天使（毎週） 黎明（12日） ※汐路コミュニティセンター らららルーム（毎週） ４月11日分（３月12日～16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
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）

穂波/メリーゴーランド（20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

こすもす/ホールであそぼう（７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） 瑞穂児童館/親子であそぼう（14日）
こすもす/おしゃべり会（14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/キッズわんぱーく（28日）
天使/育児相談＆身体測定（14日） 瑞穂/ひまわり（７日） ひばり荘/ひばりひなたっこクラブ「ルーミー」（28日）
さざんか/保育園で遊ぼう（14日） 中根/ゆりかご（１４日） 瑞穂図書館/英語でおはなし会（28日）
たんぽぽ/支援室であそぼう（14日） 瑞穂保健所/ペンギンクラブ(７日・14日)
軍水/春からお仕事のママの交流会（７日）
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（28日）
すずらん/広場開放（28日）
こすもす/おやつの会🌸（１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） 瑞穂区役所/さくらひろば（１日）🌸

天使（毎週） ※陽明コミュニティセンター ボラみみ（毎週） 瑞穂図書館/ちいさいひとむけおはなし会（８日・22日）
御劔/若芽（８日） ABC Days（１日・29日） 瑞穂児童館/カプランド（15日）

瑞穂児童館/キッズシネマ（29日）
瑞穂生涯学習センター/子育てワイワイ広場（22日）

軍水/ひな祭り（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） 瑞穂保健所/かるがもクラブ（３０日を除く毎週）🌸
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） 瑞穂児童館/ベイビースマイル同窓会（９日）🌸
軍水/お楽しみ会（16日） らららルーム（毎週） ※申込２月23日（金）10：00～直接10：30～電話
中山/おはなし広場（９日）※博物館 ぞうさんちパオパオ/わらべうた（９日）瑞穂児童館/ストーリーテリング（23日）
天使/お別れの会（９日） みずほにじいろ（毎週） 瑞穂児童館/「Kajii」の日用品コンサート（30日）
軍水（エ）/パパ交流会（10日）🌸 瑞穂図書館/みんなのおはなし会（10日・24日）

瑞穂図書館/学生ボランティアのおはなし会（10日）
瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま

ぞうさんちパオパオ（10日） （10日・24日）
瑞穂生涯学習センター/みずほこどもまつり（４日）
瑞穂児童館/パパと遊ぼう

＆ママのリラックスタイム🌸（４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３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

【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～ 遊戯室 

 

 

【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 

★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 10：30～12：00 

 ・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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

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

 
 

  
 

                                                                                                                                                                                   

だいどころにもはるがきた 

島津和子／さく 福音館書店 
 

台所にあるジャガイモ、タマネギ、キャベツ。 

野菜たちだって、春になったら花芽を出します。 

野菜の生命力ってすごい！ 

こんな春の訪れも素敵ですね。 

【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 

 ・子育てワイワイ広場 10：00～11：30 

★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 

【6ヵ月～1歳6ヵ月】 

 ・パパと遊ぼう＆ママのリラックスタイム🌸10：30～11：30 

【１歳児】 

 ・ベイビーすまいる同窓会🌸10：30～11：30 

 【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 

  ・みんなのおはなし会 11：00～12：00 

  ・絵本うたライブ 10：00～11：00 

  【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 

  ・キッズシネマ ①13：30～14：30 幼児向け 

            ②14：45～16：45 小学生以上向け 

★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 
★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＆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 
 

★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）    

 ・お別れの会🌸 10：30～11：30 

  ※エンゼルにて直接申し込み 

 ・育児相談＆身体測定 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 

つちどすん 

新井洋行／さく 童心社 
 

土がうえから ざー ざざー。 

おだんごつくって ころころころ。 

ざっく ざっく あなをほって…。 

いろいろに変化する土のかたちがおもしろい絵本です。 

さくらっこ♪ＨＰ 

瑞穂保健所 栄養士 

 

「かぼちゃのミルク煮」 

   

（２人分材料） 

        かぼちゃ １００ｇ、 牛乳 ８０ｍℓ 

        バター 小さじ２ 

 （作り方） 

        ①かぼちゃは、１口大に切る。 

        ②鍋にバターを入れ、かぼちゃを 

          炒めて、牛乳を加えて煮る。 
 

瑞穂生涯学習センター みずほこどもまつり ※一部有料となります 

 日時：３月４日（日） ９：４５～１５：３０ （１２：００～１３：００はお休み） 

 対象：乳幼児と保護者、小学生～高校生 

 内容：子どもたちが楽しく遊べるイベントがいっぱいです 

子育てサークルに参加しませんか！   来年度メンバーを募集します 
 
  
 

          

いたずラッコ 
 

活動日：毎週木曜日 １０時～１２時 

場所：瑞穂公園・東児童園・瑞穂児童館 など 

対象：未就園児とその保護者 

会費：月１００円・その他実費（イベント代） 

活動内容：外遊び中心・絵本、手遊び など 
 

  春 お花見、シャボン玉遊び 

  夏 七夕会、お水遊び、夏祭り 

  秋 運動会、お芋堀り、消防署見学 

  冬 新聞プール、クリスマス会、豆まき 

                           など 
 

連絡先：８３３－８８３６        （軍水保育園取り次ぎ） 

てくてくあそぼう会 
 

活動日：毎週金曜日 １０時～１２時半ころ 

場所：瑞穂児童館、瑞穂公園など 

対象:未就園児とその親   

会費：２００円／月 

活動内容：ひなまつり、節句、水遊び、お団子づくり、 

       運動会、遠足、クリスマス会 など 

       季節のお祝いや外遊び、室内遊び 

  

 引っ越してきたばかりの方、近所に同じ年頃の子どもが 

 少ない方、ママ友を作りたい方、一緒に「てくてく」で 

 子育てをたのしみましょう！    
 

  連絡先：０９０－７９１３－４５６２ （はまだ） 

ＡＢＣ Ｄａｙｓ 
 

活動日：木曜日 １０時～１１時 

場所：御劔コミュニティセンター 

対象:０～３歳の未就園児とその親   

会費：３００円／回 

活動内容：英語の手遊び歌，体を使った遊び， 

       絵本の読み聞かせ など 

  

 瑞穂区の西エリアで親子が定期的に集まれる 

 場所をと思い活動しています 
             

 連絡先： さくらっこ♪ホームページからメール 

      さくらっこ♪について→お問い合わせ 
 

  ｈｔｔｐ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｏｒｇ/ 

瑞穂児童館/ 絵本うたライブ  ３月３日（土） １０：００～１１：００  

         対象：乳幼児と保護者   ※申込不要 

         内容：音楽を取り入れたお父さんならではの 

             楽しいダイナミックな読み聞かせです 

瑞穂児童館/「Ｋａｊｉｉ」の日用品コンサート   3月30日（金）１３：３０～１４：３０ 

         日用品が素敵な楽器に早変わり！ ※どなたでも・申し込み不要 


