
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・支援拠点(※祝日休み) 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（12日） らららルーム（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば🌸（５日）
天使/お誕生会＆身体測定（26日） ※汐路コミセン まぁぶる（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば申込

天使（毎週） ｍｉｍｉ（毎週）　 1２月５日分（11月12日～16日）
高田/ぞうさんの日🌸（６日・27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/わらべうたあそび（６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） 瑞穂児童館/みんなの音楽ひろば♫（20日）🌸
こすもす/人形劇（13日） 穂波/メリーゴーランド（20日） ※申込10月30日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
こすもす/1歳児のごはん🌸（20日） 井戸田/あいあい（27日） 瑞穂児童館/絵本のある暮らし（27日）

汐路/すまいる（27日）※あいうえおハウス ※申込11月13日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
さざんか/保育園で遊ぼう（７日・２１日） 天使（毎週） 中山（毎週） 陽明/いないいないばあ（７日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/人形劇を見よう（７日）
中山/園庭開放企画・ 軍水（毎週） 軍水（毎週） ※総合リハビリセンター まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/親子であそぼう（14日）

　　エプロンシアター（７日） たんぽぽ（14日） 瑞穂/ひまわり（７日） 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（28日）
中山/おはなし広場（14日）※竹田公園　　 中根/ゆりかご（14日） ひばり荘/ひばりひなっこクラブ「ルーミー」（14日・28日）
すずらん/広場開放（14日）※雨天中止 瑞穂図書館/英語でおはなし会（21日）
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（21日）
とうえい/屋上園庭開放（28日）
高田/みみちゃん・ぞうさんの日🌸（１日・８日・15日） 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（15日） いたずラッコ（毎週） 瑞穂児童館/カプランド（15日）
新開/すくすく広場🌸（８日） 軍水(毎週) ※陽明コミセン ABC Days（１日・８日・29日） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（29日）※福祉ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
直来/園庭で遊ぼう（15日） 天使（毎週） 御劔/若芽（22日） まぁぶる（毎週） 瑞穂図書館/ちいさいひとむけおはなし会（８日・22日）
軍水（エ）/ママ＆ベビーヨガ🌸（15日）
軍水/乳がんの自己触診法（２日） 軍水（毎週） 天使（毎週） 弥富/まんまサークル(16日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/親子で楽しむ音楽あそび🌸（16日）
軍水/誕生会・身体測定（９日） 天使（毎週） 軍水（毎週） てくてくあそぼう会（毎週） ※申込11月２日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
軍水/ジャグリング（16日） みずほにじいろ（毎週） 瑞穂児童館/ベビーマッサージ＆ママビクス🌸（30日）
軍水/お口のケアについて（30日） まぁぶる（毎週） ※申込11月16日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
天使/新聞紙であそぼう（16日） ぞうさんちパオパオ/わらべうた（９日） 
高田/みみちゃん・ぞうさんの日🌸（30日）
中山/ぞうさん広場🌸（17日） すずらん（17日） まぁぶる（毎週） 瑞穂図書館/みんなのおはなし会（10日・24日）

※制作・カラフルみのむし ぞうさんちパオパオ（10日） 瑞穂図書館/学生ボランティアのおはなし会（24日）
瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま（10日・24日）
瑞穂児童館/紙を使って思いっきり遊ぼう！🌸（24日）

※申込11月10日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可

　

（民生委員児童委員連盟瑞穂区支部後援)

さくらっこ♪　２０１８年1１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(※祝日休み)

金
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【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  

 ・支援室開放 9:30～12:30 ・13:30～15:30 

             ※21日は9：00～14：00 

 ・園庭開放  9:30～12:30 ・13:30～15:30 

             ※21日は9：00～14：00 

★こすもす保育園 

 ・わらべうたあそび 10：30～12：00 

 ・人形劇 10：15～ 

 ・1歳児のごはん🌸￥250 10：30～12：00 

   ※1歳半～2歳半 5組 

 ・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 

 ・地域開放企画 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 

 
 

 

 

                                                                       赤ちゃんの本棚                                         名古屋市瑞穂図書館  八木 

 
 

  
 

                                                                                                                                                                                   

おしくら・まんじゅう 

かがくいひろし／さく ブロンズ新社 

  

おしくらまんじゅう、おされて、おされて、どうなっちゃうの？ 

こんにゃくも、なっとうも、やってきたなら、よっといで。つぎつぎにおさ

れて、あら、たいへん！ 

表情豊かなおまんじゅうたちと一緒に、リズムに合わせて押し合いへ

し合い、お楽しみください。 

【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歳児と保護者・妊婦さん】 

  ・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歳～1歳児と保護者】 

  ・ベビーマッサージ＆ママビクス🌸 ※各回定員２０組 

   ①②とも歩き出す前の０（２か月）～１歳児と保護者 

   ①10：０0～10：45 ②11：00～11：45 

 【１歳児と保護者】 

  ・みんなの音楽ひろば♬🌸 10：30～11：30 

 【０～３歳児と保護者】 

  ・親子で楽しむ音楽あそび ※名古屋女子大交流事業 各回１５組 

  ①０～１歳６か月未満児と保護者 10：00～10：40 

  ②１歳６か月～３歳児と保護者 11：00～11：40 

 【０歳児～未就園児と保護者】 

  ・人形劇をみよう 10：00～11：00 出演：ぽこあぽこ 

  ・親子であそぼう １0：30～11：30 

  ・絵本のある暮らし🌸 10：00～11：30 ※２０組 

  ・おでかけわんぱーく 10：３0～11：30  

    ※福祉スポーツセンター  弥富町字蜜柑山１－２ 

  ・キッズわんぱーく 10：00～11：30 

 【１歳６か月～３歳】 

  ・紙を使って思いっきり遊ぼう！🌸※名古屋女子大交流事業 

    10：00～11：00 ※１５組 

 【乳幼児（保護者同伴）～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 
★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 

 ・瑞穂えだまめキッズ 

  （双子・三つ子の会） 10：30～11：30 

 

★名古屋市地域子育て支援拠点 

 ・らららルーム 10：00～15：00 

               火曜日 12：30～17：30 

  ・まぁぶる ９：30～14：30 

★いこいの家 

 （発達の遅れが気になる乳幼児と 

                 保護者の交流）  

 ・みずほにじいろ 9：30～12：30 

 ・ｍｉｍｉ 9：00～14：00  

  ★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  

★たんぽぽ保育園 

 ・支援室開放 10：15～11：30 

★天使保育園 

  （子育て支援センターエンゼル） 

 ・新聞紙であそぼう 10：30～11：00    

 ・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 

 ・屋上園庭開放 10：00～11：30 

★中山保育園 

 ・おはなし広場 10：45頃～ ※竹田公園 

 ・園庭開放 10：00～ 

  ・園庭開放企画 10：00～10：15 

 ・ぞうさんひろば🌸 10：00～11：00 

★直来保育園 

 ・園庭で遊ぼう 9：45～11：00 

★黎明保育園 

 ・こんにちは広場 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  

  14：30～15：30 ※受付14：15～ 支援室 

★軍水保育園エリア支援保育所 

 ・ママ＆ベビーヨガ 

  時間：１０：００～１１：００（受付９：４５～） 

  対象：首が座ったころから歩き始める前 

      までのお子さんとママ１５組 

  会場：名古屋市ひばり荘 多目的室 

  申込：１０月２２日（月）～ 

わにわにのおふろ 

小風さち／ぶん 山口マオ／え 福音館書店 
 

わにわにはおふろがだいすきです。おゆがたまって、おもちゃのよう

いもできたら、おふろによじのぼります。 

 ずる ずり ずる ずり じょろろーん！ 

ちょっとこわい顔のわにわにですが、おふろに入っているときは全

力で楽しんじゃうのです。 

さくらっこ♪ＨＰ 

         瑞穂生涯学習センター 〈親学関連講座〉 

    幼児期に学んでおきたい親子のコミュニケーション 

―子どもとの関わりに生かすために―【託児付】  
                                           

 子どもの健やかな成長のためには、親子のコミュニケーションが大切です。 

この講座では、傾聴や食事、読み聞かせ、スキンシップなど幼児期の 

子育てに 大切なコミュニケーションスキルを学びます。親同士の交流を 

通して、自信をもって子どもと関わっていくきっかけにしてみませんか。 
 

期間：平成３１年１月１８日(金)から２月２２日(金) 全５回 

    ※託児コース受講者１月11日（金）１０時より説明会 

時間：１０：００～正午 

対象・定員：子を持つ親、子育てに関心のある方。２４名（うち託児付き８名） 

    ※託児対象は平成３１年１月１８日時点で満２歳以上の未就学児 

受講料：１，２００円  教材費：５００円  （託児費用：別途３００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：平成３０年１２月５日（水）必着 

 

  ｈｔｔｐ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｏｒｇ/ 

 ※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 

～ 企画申込 ～ 

【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 

      瑞穂保健センター   

           ～子育て講演会～  
 

「１歳を過ぎて自我が強くなってきた」「まだ話し

ても伝わらないし、どう関わったらいいの？」 

こどもの成長は嬉しいけれど戸惑うことも多いこ

の時期、子どもの成長を学び、毎日の子育てに

取り入れてみませんか？ 

 

日時：１２月１０日（月）  

   １０：００～１１：３０ （受付：９：４５～） 

会場：瑞穂保健センター ３階 集団指導室 

対象：１歳～１歳６か月の幼児と保護者 

内容：講話「こころを育む」 

           １～２歳児とかかわる視点 

講師：寺本 亮さん（臨床心理士） 

定員：先着２５組 

申込開始：１１月１２日（月） 

申込・問合せ：瑞穂保健センター ８３７－３２８５ 
 

①１月１８日 【公開講座】自己肯定感を育む魔法の言葉 

             ―子どもを褒めて伸ばしましょう― 

         一般社団法人 子育て心理学協会代表理事 東 ちひろ 

②１月２５日 “認める”ことでもっと話したくなる 

             ―子どもの思いを引き出すために― 

         愛知いのちの電話協会相談委員  高橋 紀代子 

③２月 ８日 【調理実習】笑顔を引き出す食卓での会話 

             ―わくわくキャラ弁当作りを通して― 

         一般社団法人キャラクターフード協会  大島 愛子 

④２月１５日 読み聞かせで心も豊かに 

             ―絵本の世界にタイムスリップ― 

         ＪＰＩＣ読書アドバイザー  永井 陽子 

⑤２月２２日 ハグニケーションでふれあおう 

             ―子どもとの関わりに自信をもつために－ 

         日本ハグ協会 


