
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

軍水(毎週) 軍水（毎週） 汐路/すまいる（10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） 黎明（10日） ※汐路コミセン まぁぶる（毎週） １月８日分（12月17日～21日）

ｍｉｍｉ（毎週）　
高田/ぞうさんの日🌸（４日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） 高田/キューピー（４日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/ベイビーすまいる（４日）🌸受付中
高田/みみちゃん・ぞうさんの日🌸（11日） 天使（毎週） ほりたオープンハート（11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♫（18日）🌸
こすもす/２歳児のごはん🌸（４日） 穂波/メリーゴーランド（18日） ※申込11月20日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
天使/すかほわ音楽会🌸（４日） 汐路/すまいる（25日） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（11日）※仁所公民館

※あいうえおハウス 瑞穂児童館/キッズシネマ（25日）
生涯学習センター/子育てワイワイ広場（25日）

さざんか/つくってたべよう（５日） 天使（毎週） 中山（毎週） 陽明/いないいないばあ（５日） らららルーム（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば🌸（５日）
さざんか/クリスマス会（19日） 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（12日）
たんぽぽ/クリスマス会（19日） たんぽぽ（５日） 瑞穂/ひまわり（５日） ひばり荘/ひばりひなっこクラブ「ルーミー」（12日・26日）
新開/すくすく広場・クリスマス会🌸（19日） 中根/ゆりかご（12日） 瑞穂図書館/英語でおはなし会（１９日）
こすもす/クリスマス会🌸（19日）
天使/お誕生会＆身体測定（19日）
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（19日）
とうえい/屋上園庭開放（26日）
高田/みみちゃん・ぞうさんの日🌸（13日） 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（20日） いたずラッコ（毎週） 瑞穂児童館/わらべうたであそぼう🌸（13日）
直来/手作りおもちゃを作ろう（20日） 軍水(毎週) ※陽明コミセン ABC Days（27日） ※申込11月29日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可

天使（毎週） 御劔/若芽（13日） まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/カプランド（20日）
瑞穂図書館/ちいさいひとむけおはなし会（13日・27日）

軍水/クリスマスの飾りを作ろう（７日） 軍水（毎週） 天使（毎週） 弥富/まんまサークル らららルーム（毎週）
軍水/誕生会・身体測定（14日） 天使（毎週） 軍水（毎週） (７日・21日） てくてくあそぼう会（毎週）
軍水/クリスマス会（21日） 弥富/とどらーずルーム（７日） みずほにじいろ（毎週）

まぁぶる（毎週）
ぞうさんちパオパオ/わらべうた（14日） 

豊岡/作って遊ぼう🌸（１日） まぁぶる（毎週） 瑞穂図書館/みんなのおはなし会（８日・22日）
※人数制限あり・お早めにご予約を 瑞穂図書館/学生ボランティアのおはなし会（22日）

瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま・おはなし会（８日）
軍水（エ）/パパと遊ぼう🌸（１日） 瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま（22日）

瑞穂児童館/みんなでメリークリスマス（９日）
瑞穂児童館/パパと遊ぼう＆ママのリラックスタイム🌸（16日）

※申込12月２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

子育てサロン
幼稚園・保育園(※祝日休み)

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

水

土

日

 

 

 

 

 

 

【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 

             ※19日は9：00～14：00 

 ・園庭開放  9:30～12:30 ・13:30～15:30 

             ※19日は9：00～14：00 

★軍水保育園エリア支援保育所 

 ・パパと遊ぼう🌸  時間：10：00～11：30 

  対象：３ヶ月以上のお子さんとお父さん 

      ※定員10組 

  会場：軍水保育園 遊戯室 

  申込：11月19日（月）～ 

★こすもす保育園 

 ・クリスマス会🌸 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 

 ・地域開放企画 10：00～11：00 

 

【２～３歳児】 

★こすもす保育園 

 ・２歳児のごはん🌸￥250 10：30～12：00 

   ※2歳半～3歳半 5組 

★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 

 
 

  
 

                                                                                                                                                                                   

クリスマスのおばけ 

せなけいこ／作・絵 ポプラ社 
 

子どもたちにとって、クリスマスはうれしい日。でも、おばけはどうか

しら。プレゼントももらえずに、くらくてさむくてふるえているかも？ 

女の子の思いやりに、心がほっとあたたまる1冊です。 
 

【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 

            10：30～12：00 

・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 

  

★生涯学習センター 

【乳幼児】 

 ・子育てワイワイ広場 10：00～１１30 ※定員１６組・当日先着順 

【幼児～小学校低学年】  

 ・ちいき文庫たからじま おはなし会 10：30～11：45 

                           ※定員30名・当日先着順 

 ・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 

 【6ヶ月～１歳6ヶ月と保護者】 

  ・パパと遊ぼう＆ママのリラックスタイム🌸 10：30～11：30  

                                  ※定員25組 

 【１歳児と保護者】 

  ・みんなの音楽ひろば♬🌸 10：30～11：30 

  ・わらべうたであそぼう🌸 10：30～11：30：※定員15組 

 【０歳児～未就園児と保護者】 

  ・親子であそぼう １0：30～11：30 

  ・おでかけわんぱーく 10：３0～11：30  

    ※仁所公民館 軍水町３－１  

 【幼児～小学生】 

  ・キッズシネマ ①幼児向け 13：30～14：30 

             ②小学生携帯向け 14：45～16：45 

 【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  

★新開保育園 

 ・すくすく広場🌸 10：00～11：00 

★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） 

 ・すかほわクリスマス音楽会🌸10：30～11：00  

  ※１１月１９日から支援センターにて受付    

 ・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 

★とよおかほいくえん 

 ・作って遊ぼう🌸 10：00～11：00 

★直来保育園 

 ・手作りおもちゃを作ろう 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 

 

くっくくっく 

長谷川摂子／文 小川忠博／写真 福音館書店 
 

ほら、でてきたよ。赤いくつと青いくつ。顔を合わせて、ごしょごしょお

はなし。「みんなでおどろうか」。おっぺけ ひゃらりこ まんまんおー！ 

 フェルト製のくつが、かわいくもユーモラスな表情を見せてくれます。 

さくらっこ♪ＨＰ 

 ～ 名古屋市瑞穂児童館・名古屋女子大学総合科学研究所共催 ～          

みんなでメリークリスマス！   

       

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演奏やお話もあるよ♪ 
 

日時：１２月９日（日）１０：００～１５：００   対象：幼児～高校生（未就学児は保護者同伴）  

                     ～  内    容  ～ 

            

 

 

 

 

 

 

 

終日開催 

 クリスマスのクラフトを作ろう 

 音で遊ぼう 

 ※自由に遊べるスペースもあります 

  ｈｔｔｐ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｏｒｇ/ 

 ※軍水保育園エリア支援保育所 

  平日 ９時～１７時 電話 ８３３－５５

００   ※こすもす保育園 

  毎月第３木曜日 

  １２時３０分～ 電話 ８３４－００８１ 

 ※新開保育園 

            電話 ８８２－０９９１ 

～ 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  

これからパパ・ママになる皆さまへ 

       「プレパパ教室 」 
 
赤ちゃんを迎える前に、夫婦で協力しながら 

子育てをしていく秘訣や先輩パパのアドバイスを 

聞いてみませんか？気軽にお申込みください♪ 

 

日時：１月８日（火） 

    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 

内容：講演「これからパパになる人へ」 

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 

    ※ご夫婦で参加できる方 

定員：先着15組 （予約制・先着順）   

申込：子育て総合相談窓口 ８３７－３２８５ 

     

                                       軍水保育園エリア支援保育所 

〇パパと遊ぼう 

会場：軍水保育園 遊戯室 

日時：１２月１日（土） １０：００～１１：３０ 

定員：３ヶ月以上で未就園児のお子さんとお父さん １０組 

予約開始：１１月１９日（月） ９：００～  

内容 

 ・パパと一緒に触れ合い遊び 

 ・「知って安心、楽しい子育て」（軍水保育園保健師より） 

 ・交流タイム、保育園内の見学               など 
 

〇プレママ・プレパパ・ベビーサロン 

会場・日時：直来保育園 １月１７日（木） １０：００～１１：３０ 

         新開保育園 １月２４日（木） １０：００～１１：３０ 

定員：妊娠中の方とその家族、０歳児の親子併せて １５組 

予約開始：１２月１０日（月） ９：００～ 

内容：交流会・保育園見学（希望者） 

  

★上記のお申し込みは、お電話で 

軍水保育園エリア支援保育所 電話 ８３３－５５００ 

<ホール> 

 １０：１５～ クリスマスパーティーがはじまるよ  

 １１：１５～ みんなでクリスマスを楽しみましょう パート１ 

         ※まちどおしいな～クリスマスのおんがくかい 

 １３：００～ みんなでクリスマスを楽しみましょう パート２ 

         ※たのしいクリスマスのおはなし   

 １４：００～ サンタさんとメリークリスマス 

<クラブ室・サークル室> 

１０：４５～おねえさんの科学ショー（１回目） 

１３：３０～おねえさんの科学ショー（２回目） 

年末年始の日程につきましては各団体にお尋ねください 


