
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（８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（日） ※汐路コミセン まぁぶる（毎週） ５月10日分（４月11日～19日）

ｍｉｍｉ（毎週）　
軍水（毎週） 軍水（毎週） 高田/キューピー（２日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/ベイビーすまいる（９日）🌸受付中
天使（毎週） ほりたオープンハート（９日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（16日）※佐渡公園

穂波/メリーゴーランド（16日）
汐路/すまいる（23日）

※あいうえおハウス
井戸田/あいあい（23日）

天使/はじめましての会（24日） 軍水（毎週） 中山（毎週） 陽明/いないいないばあ（３日） らららルーム（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば🌸（10日）
さざんか/保育園で遊ぼう（24日） 天使（毎週） 軍水（毎週） ※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（10日）
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（１７日）たんぽぽ 瑞穂/ひまわり（３日） 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（24日）

（17日） ひばり荘/ひばりひなっこクラブ「ルーミー」（10日・24日）
瑞穂図書館/英語でおはなし会（17日）

軍水(毎週) 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（18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（11日・25日）
天使（毎週） ※陽明コミセン まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/わらべうたであそぼう🌸（11日）

御劔/若芽（25日） ABC Days（４日・11日） ※申込３月28日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
瑞穂児童館/カプランド（18日）

軍水/室内遊び（12日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） 弥富/まんまサークル らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/リズムで遊ぼう🌸（12日）
軍水/誕生会・身体測定（19日） 天使（毎週） (12日・26日） てくてくあそぼう会（毎週） ※申込３月29日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
軍水/節句の飾りを作ろう（26日） みずほにじいろ（毎週） 瑞穂児童館/ストーリーテリング（26日）
天使/お誕生会＆身体測定（19日） まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（26日）

ぞうさんちパオパオ/わらべうた（12日） ※堀田小学校特別活動室（南門からお入りください）
まぁぶる（毎週） 瑞穂図書館/みんなのおはなし会（13日・27日）

瑞穂図書館/学生ボランティアによるおはなし会（27日）
瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま（13日・27日）
瑞穂児童館/キッズシネマ（27日）
瑞穂児童館/みずほオリンピックカーニバル（21日）

　

（民生委員児童委員連盟瑞穂区支部後援)

さくらっこ♪　２０１９年４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
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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 

               ※５日は13：30～15：30 

              ※17日は9：00～14：00 

          

 ・園庭開放  9:30～12:30 ・13:30～15:30 

              ※５日は13：30～15：30 

              ※17日は9：00～14：00 

 

★こすもす保育園 

 ・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 

★たんぽぽ保育園 

 ・支援室開放 10：15～11：30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

  
 

                                                                                                                                                                                   

ねんね 

さえぐさひろこ／文 アリス館 
 

木の上で。雪の中で。お母さんのそばで。兄弟と団子になって。

いろんな動物が、思い思いのねんね姿を見せてくれます。どの

子もとっても気持ちよさそうで、ながめていると一緒にお昼寝し

たくなる写真絵本です。 

 

【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  

            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】 

・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 

 

 

※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 

【幼児～小学校低学年】  

 ・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 

 【０～１歳児と保護者】 

  ・リズムであそぼう🌸 ※4月で2歳になる子までOK 

   ①歩き出す前の０～１歳児 10：00～10：45 

   ②歩き出している０～１歳児 11：00～11：45                             

 【１歳児と保護者】 

  ・わらべうたで遊ぼう♪🌸 10：30～11：30 

 【未就園児と保護者】 

  ・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 

 【未就園（保護者同伴）～小学生】 

  ・ストーリーテリング 16：05～16：30 

  ・キッズシネマ ①幼児向け 13：30～14：30 

            ②小学校以上向け 14：45～16：30 

 【未就園児（保護者同伴）～高校生】 

  ・カプランド 15：00～16：30 

  ・みずほオリンピックカーニバル 13：30～15：30 

 

 ★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  

 ・学生ボランティアによるおはなし会14：00 ～15：00 

 ・英語でおはなし会 11：00～11：30 
 

★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  

【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  

★天使保育園 

  （子育て支援センターエンゼル） 

 ・はじめましての会 10：30～11：30 

 ・お誕生会＆身体測定 10：30～11：30  

 ・支援室開放 10：00～15：00 

★中山保育園 

 ・園庭開放 10：00～ 

 

【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 

せっけんつけてぶくぶくぷわー 
 

岸田衿子／文 山脇百合子／絵 福音館書店 
 

ことちゃんが大好きな洗濯をしていると、動物たちがやってきました。 

「わたしたちもやりたいなー」みんなで並んで、もくもく ごしょごしょ。 

それぞれの動物に合わせた音の違いも楽しんでください。 
 

さくらっこ♪ＨＰ 

  ｈｔｔｐ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｏｒｇ/ 

※軍水保育園エリア支援保育所 

     平日 ９時～１７時 電話 ８３３－５５００ 
 
 ※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 ～ 

         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！ 

 

４月１６日は公園でシャボン玉遊びや電車ごっこをして遊ぶ 

「おでかけわんぱーく」新企画です。 

 

井戸田コミュニティセンター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。 

 

※駐車スペースのない会場がほとんどです。 

  お車でのご来場にはご配慮ください。 

瑞穂生涯学習センター 

  

〈女性セミナー〉今日より輝く明日の自分～ 

         コミュニケーションで広がる可能性～【託児付】 
 

【期間・回数】２０１９年５月２４日～毎週（金曜日・７回） 

【時 間】 １０：００～１２：００ 

【開催場所】瑞穂生涯学習センター 

【対 象】女性 

【定 員】３０名（託児枠８名） 

      ※託児対象は５月２４日（金）時点で満２歳以上の未就学児 

       ５月１７日１０時より託児説明会があります。 

       おやつ代４２０円 

【参加費】無料 

【申込期間】２０１９年３月２６日（火）～４月２４日（水）必着 

【申込】往復はがき、または電子申請サービス 

【問合せ】 瑞穂生涯学習センター ０５２－８７１－２２５５ 
  

開催日 時間 場所
４月16日（火） 10：30～11：30 佐渡公園
４月26日（金） 10：30～11：30 堀田小学校
5月10日（金） 10：00～11：30 区役所（さくらひろば）
6月15日（土） 10：00～11：30 生涯学習センター
7月11日（木） 10：30～11：30 御剱ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
9月19日（木） 10：30～11：30 福祉ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
10月29日（火） 10：00～11：30 井戸田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
11月６日（水） 10：00～11：30 大喜寺

１２月10日（火） 10：30～11：30 仁所公民館
１月９日（金） 10：00～11：30 区役所（さくらひろば）

１月２４日（金） 10：30～11：30 瑞穂ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
２月１９日（水） 10：30～11：30 高田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

瑞穂児童館 

集まれ１歳児！みんなの音楽ひろば♬ 
 

日時：５月２１日（火）１０：３０～１１：３０ 

対 象：1歳児と保護者 （定員はありませんが、事前申込制です）  

内容：ゆうき先生・ゆかり先生・まき先生と一緒にリトミックを取り入れた 

音楽あそびを楽しみましょう♪ 

申込：４月２３日（火）１０：００直接申込。１０：３０からは電話でもＯＫ！ 


