
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） らららルーム（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば申込　９月５日分（７月11日～19日）
天使（毎週） まぁぶる（毎週） ※電話受付は開庁日９：00～17：00

ｍｉｍｉ（毎週）　
天使/お誕生会＆身体測定（20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🌸（３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） ※１３日を除く
汐路/すまいる（27日）

※あいうえおハウス
井戸田/あいあい（27日）

こすもす/プール開放（７日） 軍水（毎週） 中山（毎週） 瑞穂/ひまわり（７日） らららルーム（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば🌸（７日）
さざんか/水あそびをしよう（７日・28日） 天使（毎週） 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（７日） まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（７日・14日・21日）
とうえい/プール開放（７日・２１日） ※リハビリセンター 瑞穂児童館/キッズわんぱーくスペシャルイベント（28日）
たんぽぽ/プール開放（21日） 　　　　　　　　　　　　　　※人形劇をみよう　出演：ぽこあぽこ
軍水/赤ちゃんいらっしゃい（28日） ひばり荘/ひばりひなっこクラブ「ルーミー」（14日・28日）
天使/秘密基地であそぼう!!（28日） 瑞穂図書館/英語でおはなし会（21日）
中山/園庭開放企画・泥んこ遊び（28日）
新開/すくすく広場・水遊び（１日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） 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（８日・22日）

天使（毎週） まぁぶる（毎週）
ABC Days（22日）

軍水/水遊び（２日・９日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） 弥富/まんまサークル(30日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/金曜サロン～Kids café～（16日）
軍水/誕生会・身体測定（23日） 天使（毎週） てくてくあそぼう会（毎週） 瑞穂児童館/ベビーマッサージ＆ママビクス🌸（23日）
軍水/保育園入所についてのお話（30日） みずほにじいろ（毎週） ※申込８月９日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可

まぁぶる（毎週）
ぞうさんちパオパオ（９日）わらべうた

すずらん（31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）
瑞穂図書館/学生ボランティアによるおはなし会（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/エコ工作を楽しもう！（17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8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

月
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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     

 ・園庭開放  月～木 ９：30～12:30 

          金 11：00～12：30  

  ※13日（火）～１６日（金）は園庭開放お休み 

★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 

★新開保育園 

 ・水遊び 10：00～11：00 

★さざんか保育園 

 ・水遊び 10：00～11：00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

  
 

                                                                                                                                                                                   

ひまわり 

和歌山静子／作 福音館書店 
 

地面に落ちた小さな種は、雨の日も風の日もどんどこのびて、ついには大

きなひまわりの花を咲かせました。 

たて開きの画面いっぱいに、力強い線で描かれたひまわりが、本物さなが

らの生命力を感じさせます。 

 

【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（陽明） 

  コミュニティセンター 10：00～11：00 

  総合ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ 10：00～11：00 

【１歳児】 

・陽明/いないいないばぁ 

 コミュニティセンター 11：15～12：15 

 総合ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ 11：00～12：00 

【０歳児から未就園・ 

 初めてのお子さんを妊娠中の方】 

・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 

 

 

※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 

 【2ヵ月～歩き出す前の1歳児と保護者】 

  ・ベビーマッサージ＆ママビクス 🌸 

             ①10：00～10：45 ②11：00～11：45 

 【未就園児と保護者】 

  ・キッズわんぱーく 10：00～11：30 

 【未就園（保護者同伴）～小学生低学年】 

  ・キッズわんぱーくスペシャルイベント 10：30～11：30 

   ※「ドキドキにゃんにゃん」＆「ぞうのハナはなぜながい」 

 【幼児（保護者同伴）～高校生】 

  ・金曜サロン～Kids cafe～ 10：00～12：00 

   ※福祉会館交流イベントです。手作りおやつ付ドリンクをどうぞ 

   ※チケット販売９：30～ 

  ・エコ工作を楽しもう 10：00～12：00 

   ※南山大学NECT共催 

 

 ★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  

 

★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サークルへの 

お問い合わせは、 さくらっこ♪ＨＰの 

 さらっこ♪について→お問い合わせ  

★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 

 ・プールであそぼう 10：15～11：30 

★天使保育園 

  （子育て支援センターエンゼル） 

 ・秘密基地であそぼう!! 10：00～11：30 

 ・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 10：30～11：30 

★中山保育園 

【０歳児】       

★軍水保育園（子育て支援センターぐんぐん） 

 ・赤ちゃんいらっしゃい 

  13：30～14：30 支援室 

  ※まだ歩けないお子さん＆お母さん 

 

こぐまちゃんのみずあそび 

わかやま けん／さく こぐま社 
 

あつい日には、みずあそびがたのしいね。 

まず、じょうろでみずあそび。 

それからホースをもってきて、もっともっとみずあそび。 

しろくまちゃんも加わって、たのしいね。 

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 

※直来保育園エリア支援保育所 

     平日９時～１７時 電話 ８８１－２６７６ 

※新開保育園エリア支援保育所 

     平日９時～１７時 電話 ８８２－３６３６ 

※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 ～ 

いこいの家みずほみじいろ 

『開設場所変更のお知らせ』 
 

名古屋市いこいの家みずほにじいろが、ひばり荘から 

まぁぶるへ場所を変えて、８月６日（火）スタートします。 

 

開設日時：毎週火曜日 ９時～１４時 

（祝日 年末年始休み） 

              ※８月１３日はお盆休み 

場所： 名古屋市地域子育て支援拠点まぁぶる と 同施設 

     （瑞穂区土市町１－５０－３） 

            地下鉄妙音通駅徒歩２分  周辺コインパーキングあり 

予約：不要 

参加費：無料 
 

【いこいの家とは】 

言葉や心身の発達の遅れが気になる乳幼児の親子のため

のつどいの場です。 

親子で楽しめる療育的なプログラムと親の情報交換ができる

おしゃべりカフェ♪を開催しています。 
 

瑞穂保健センター 

                       《子育て講演会》 
 

＜対象＞ １歳～１歳６か月までの子と 

                     保護者 

 

<内容＞ 講話「こころをはぐくむ」 

                                       １－２歳児をみる視点 

 

＜日程＞ ９月３０日（月） 

                 （８月２６日（月）～申込開始） 

 

＜時間＞ 午前１０時～１１時３０分 

         （受付 午前９時４５分～） 

 

＜定員＞先着２５組（予約制） 

                ※託児はありません 

 

＜申し込み先＞子育て総合相談窓口  

              837－3285 

        ～  子育てのヒントが分かり楽しくなる！子育て学講座 ～ 
主催  ウィズブック保育室   瑞穂      

 協力 ＮＰＯ法人 子育て学協会 
 

 子育てに頑張るパパ・ママを癒し、「ヒントを与え楽しくなってもらう」ことを大切にしつつ、「子育

てを通じて大人も育つ」、“育ち合う家族”をつくっていくための講座です。 

連続講座ですが、単発での受講も可能です。 

 
講座概要 

  9月12日（木）   「ストレスを減らして子育てを楽しむ」～子どもの＜基盤＞～ 

11月14日（木） 「子どもとの関係性の作り方」～子どもとの＜対話＞～ 

 1月   9日（木）  「子どもの個性を理解する」～子どもの＜徳性＞～ 

 3月12日（木）  「これだけは知っておきたい子育てのポイント」～家族を＜楽しむ＞～ 
 

対象 ０～２歳児の保護者 （定員１０名） ※託児はありませんがお子さん連れてどうぞ 

時間 １０時～１１時   

場所 豊岡コミュニティセンター 

講師 NPO法人子育て学協会 渡邉智子 
 

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。 

お問い合わせ  ウィズブック保育室 瑞穂 

■お電話 052-680-7843（担当：片岡） 

       受付時間：平日午前９時～１７時 

■メール wb-mizuho@isc-ac.jp  


