
自主・支援サークル・つどいの広場 瑞穂保健センター・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（９日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） 汐路/すまいる（９日） らららルーム（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば申込
天使（毎週） ※汐路コミュニティセンター まぁぶる（毎週） ８月１日分（７月17日～20日）

高田/ぞうさんの日🌸（10日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） 高田/キューピー（３日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/ベイビーすまいる（３日）🌸受付中
こすもす/プール開放（17日・24日） 天使（毎週） ほりたオープンハート（10日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂児童館/みんなの音楽ひろば♬🌸（31日）

穂波/メリーゴーランド（17日） まぁぶる（毎週） ※申込７月11日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
井戸田/あいあい（24日）
汐路/すまいる（24日）※あいうえおハウス

中山/園庭開放企画・泥んこあそび（４日）軍水（毎週） 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（４日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/乳幼児のための事故防止講座🌸（４日）
天使/七夕飾りをつくろう（４日） ※総合リハビリセンター ※申込６月20日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
こすもす/プール開放（４日・11日） 天使（毎週） 中山（毎週） 瑞穂/ひまわり（４日） 瑞穂児童館/親子であそぼう（11日）
たんぽぽ/プール開放（11日・25日） 中根/ゆりかご（11日） 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（25日）
さざんか/水遊び（プール）（11日） ひばり荘/ひばりひなっこクラブ「ルーミー」（11日・25日）
とうえい/プール開放（11日・25日） 瑞穂図書館/英語でおはなし会（18日）
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（18日）
軍水/水遊び（25日）

高田/みみちゃん・ぞうさんの日🌸（12日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） 御劔/若芽（12日） いたずラッコ（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば🌸（５日）
豊岡/プール開放（19日） 天使（毎週） 陽明/いないいないばあ（19日） ABC Days（19日） 瑞穂図書館/ちいさいひとむけおはなし会（12日・26日）
直来/水遊びをしよう（19日） ※陽明コミュニティセンター まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（12日）※御劔

瑞穂児童館/わらべうたであそぼう🌸（19日）
※申込７月12日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可

瑞穂児童館/カプランド（19日）
軍水/七夕飾りを作ろう（６日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） 弥富/まんまｻｰｸﾙ(６日・20日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/リズムであそぼう🌸（13日）
軍水/誕生会・身体測定（13日） 天使（毎週） 弥富/とどらーずルーム（６日） てくてくあそぼう会（毎週） ※申込６月22日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
軍水/水遊び（20日・27日） みずほにじいろ（毎週） 瑞穂児童館/ストーリーテリング（27日）
天使/お誕生会＆身体測定（27日） まぁぶる（毎週）

ぞうさんちパオパオ/わらべうた（13日）   
       

新開/すくすく広場・夏まつり🌸（14日） すずらん（７日） まぁぶる（毎週） 瑞穂図書館/学生ボランティアのおはなし会（７日）
中山/ぞうさん広場🌸（28日） ぞうさんちパオパオ（14日） 瑞穂図書館/みんなのおはなし会（14日・28日）

※制作・ふんわりアイスクリーム 瑞穂児童館/せいさく☆ラボ（１日～７日）９：00～１６：４５ 瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま（14日・28日）
瑞穂児童館/ふれあい縁日（28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７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

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

水

※18日は9：00～14：00

児童館のロビーにみんなの願い事を込めた短冊を飾ろう！

 

 

 

 

 

 

 

 

【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   

 ・支援室、園庭開放 9:30～12:30  

              13:30～15:30 

★こすもす保育園 

 ・プール開放 10：30～12：00 

 ・地域子育て支援センターこまめちゃん🌸  

  ①9：30～12：00 ②12：00～14：30 

★さざんか保育園 

 ・水遊び 10：00～11：00 

★新開保育園 

 ・すくすく広場・夏まつり🌸 ９：30～11：00 

★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 

★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  八木 

 
 

  
 

                                                                                                                                                                                   

ぽっかりこふんわりこ 

藤井幸雄／写真 中川雄三／写真 岸田衿子／構成・文 福音館書店 
 

ぽっかりこ、ふんわりこ。お空に雲が浮かんでる。みんな、何かに似てい

るね。 

今日はどんな雲が見つかるでしょう。晴れた日には、一緒に空を見上げ

てみませんか。 

【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 

            10：30～12：00 

・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 

            10：30～12：00 

・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 

  

【幼児～小学校低学年】  

★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 

 ・わらべうたであそぼう🌸 10：30～11：30 

 【０歳児～1歳児】 

 ・リズムであそぼう🌸 ①歩き出す前の子と保護者 10：00～10：45  

               ②歩き出した子と保護者 11：00～11：45 

 【１歳児】 

  ・みんなの音楽ひろば♬ 10：30～11：30 

 【０歳児～未就園児】 

  ・親子であそぼう １0：30～11：30 

  ・おでかけわんぱーく 10：３0～11：30 ※御劔コミュニティセンター 

  ・キッズわんぱーく 10：00～11：30 

  ・乳幼児のための事故予防講座🌸 10：00～11：30 

  【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 

  ・ふれあい縁日 13：00～15：00 ￥100 定員100名 

★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～就園前・妊婦さん】 

 ・ひばりひなっこクラブ「ルーミー」10：00～11：30 

★瑞穂保健センター 

 【０～１歳児・第一子】 

 ・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 

 ・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 

  ・まぁぶる ９：30～14：30 

        （金曜日のみ12：00～17：00） 

★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 

 さらっこ♪について→お問い合わせ  

★天使保育園 

  （子育て支援センターエンゼル）    

 ・七夕飾りをつくろう 10：00～11：15 

 ・お誕生会＆身体測定 10：30～11：30 

 ・支援室開放 10：00～15：00 

★とうえい保育園 

 ・プール開放 11：00～12：00 

★豊岡保育園 
 ・プール開放 10：00～11：00 

★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頃から 

  ※園の子ども達のお散歩先でのお話会 

 ・ぞうさんひろば🌸 10：00～11：00 

★直来保育園 

 ・水遊びをしよう 9：45～11：00 

★黎明保育園 

 ・こんにちは広場、園庭開放  

                 10：00～11：15 

【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  

つんっ！ 

新井洋行／作 ほるぷ出版 

ぷかぷかあひるさん、つついてみよう！つんつんっ！ 

つみきに、ドミノに、しゃぼん玉。つんっとつつけば、ゆらゆらゆれたり、

はじけたり。 

一緒につついて遊びたくなる絵本です。 

 

さくらっこ♪ＨＰ 

 

瑞穂児童館  

 今年もいっぱい！「おでかけわんぱーく」 
 
 

ボールプールなど、色々なおもちゃを持って 

皆さんのお住まい近くまで「おでかけ」をする 

移動児童館企画です。 

ご自宅近くの開催日をチェック！ 
 

駐車スペースのない会場がほとんどです。 

お車での来場はご遠慮ください。 
 

※井戸田ＣＣは子育てサロンあいあいと 

大喜寺は子育てサロンとひまわりと同日開催です。 

  ｈｔｔｐ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｏｒｇ/ 

日にち 会場

　７月12日（木） 　御剱コミュニティセンター

　９月25日（火） 　井戸田コミュニティセンター※

　10月３日（水） 　大喜寺※

　11月29日（木） 　福祉スポーツセンター

　12月11日（火） 　仁所公民館

　１月25日（金） 　瑞穂コミュニティセンター

　２月12日（火） 　高田コミュニティセンター

　３月７日（木） 　区役所（さくらひろば）

時間10：30～11：30

 ※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 

ノーバディーズパーフェクト・完璧な親なんていない（託児付） 
                                      

 「ついイライラしてしまう。」「気持ちに余裕がない。」など感じているお母さん。 

 リラックスした雰囲気の中でグループでの話し合いを通して、自分なりの子育ての仕方を 

 みつけてみませんか。自然に“ココロ”が軽くなっていく、親としての自信がつく、仲間づくり 

   ができる、そんな講座です。ティータイムもあります。 

 

    日   時：９月２０日（木） ９：００から１２：３０のうち約１５分（お子さんと一緒に面接） 

              ９月２７日（木）、１０月４日（木）、１１日（木）、１８日（木）、２５日（木）、 

         １１月１日（木） ２回目から７回目・・・９：３０から１１：３０ 

    場 所：瑞穂区役所内会議室      対  象：６ヵ月から就学前の子のお母さん 

    定   員：１２名（託児定員１２名）    材料費：５００円（託児おやつ代１回５０円）   

    申込み：７月３０日（月)～８月１０日 瑞穂区役所民生子ども課(８５２－９３９２)へ 

         電話（平日１０：００～１７：００）または、電子申請サービスにて 

    持ち物：ご自分の使用するカップ 

※定員を超えた場合は抽選。全７回参加できる方、瑞穂区にお住まいの方、初回の方優先です。 

 

 

 

～ 企画申込 ～ 

瑞穂保健センター/プレパパ教室 「これからパパになる人へ」 

開催：８月７日（火） 午前10:00～11:30 

会場：瑞穂保健センター 

講師：愛知淑徳大学 教授 古井景先生 

対象：瑞穂区内在住の出産を控えた夫婦※夫婦で参加できる方 

定員：先着15組   申込：子育て総合相談窓口 ８３７－３２８５ 

保育園の水遊び企画へは 
 

・水着またはプール用パンツ 

 タオルをご持参ください。 

・保護者も多少濡れても良い 

 服装でお出かけ下さい。 

【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 


