
わらべうたであそぼう 
日 時：１２月１２日(木)１０：３０～１１：３０ 
対 象：１歳児と保護者  定員：１５組 

内 容：なつかしい歌遊びを親子で楽しもう♬ 

参加方法：１１月２８日(木)10：00 から直接申込。 

10：30 から電話でもＯＫ！！(先着順) 

カプランド 
日時：１２月１９日（木）１５：００～１６：３０ 

対象：乳幼児(保護者同伴)～高校生 

内容：フランス生まれの『カプラ』。 

   『魔法の板』で自由に創造しよう！ 

親子であそぼう 
日時：１２月１１日（水）１０：３０～１１：３０ 

対象：幼児と保護者   

内容：クリスマス会 

パパと遊ぼう＆ママのリラックスタイム 
日 程：１２月１５日（日）１０：３０～１１：３０ 
対 象：６か月～１歳６か月児と保護者   

定 員：２５組 

内 容：パパと赤ちゃんは遊び、ママは別室で 

リラックスタイム♪ 

参加方法：１２月１日（日）10:00 から直接申込。 

10:30 から電話でもOK！(先着順) 

キッズシネマ 
日時：１２月２５日（水） 

①１３：３０～１４：３０(幼児向け) 

②１４：４５～１６：４５(小学生以上向け) 

タイトルは一週間前に発表します♬ 

 

おでかけわんぱーく 

日時：１２月１０日(火)１０：３０～１１：３０ 

場所：仁所公民館 (軍水町３－１) 

対象：未就園児と保護者 

内容：児童館のキッズわんぱーくが 

おでかけします☆ 

 

 

～福祉会館交流事業～ 

第２回カラオケ紅白歌合戦☆ 
日 時：１２月２６日(木)13：30～15：30 

対 象：児童館利用者ならどなたでも！ 

定 員：7組 

内 容：年末といえば紅白歌合戦♪児童館と福祉会館の 

    利用者で、楽しくカラオケバトル☆ 

参加方法：12 月 12 日(木)10：00 から直接申込 

    10：30 から電話でも OK！！(先着順) 

クリスマスだよ☆全員集合!! 
日時：１２月２４日(火)１４：００～１６：００ 

対象：就園児(保護者同伴)～高校生 

定員：１００名（先着順）13：30～受付 

内容：クラウンによるパフォーマンスやビンゴ 

大会で盛り上がろう！ 

ベビーマッサージ＆ママビクス 
日 時：１２月４日（水）①10：00～10：45 

            ②11：00～11：45 

対 象：①②とも歩き出す前の 2 ヵ月～1 歳児と保護者 

定 員：各回２０組 

内 容：ベビーとママがふれあいながらリラックス♪ 

参加方法：１１月２０日（水）10：00 から直接申込。 

10：30 から電話でもＯＫ！(先着順)  
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ベイビーすまいる 
日時：１２月３日(火)１０：３０～１１：３０ 

対象：０歳児と保護者(妊婦さんもＯＫ♪) 

内容：マンドリン・クリスマスコンサート♫ 

共催：軍水保育園エリア支援保育所 

参加方法：11月５日（火）10:00から直接申込 

    10:30からは電話も OK!（定員なし） 

キッチンみずほ 
日 時：１２月１日（日） 

１３：３0～1５：３0 

対 象：小学生～中学生  定 員：１２名 

参加費：２００円 

内 容：クリスマスデザートを作ろう☆ 

参加方法：１１月１７日（日）10：00 から直接申込。 

10：30 からは電話でもOK！（先着順） 

※お一人様 1 名分まで申込可。 

集まれ 1歳児！みんなの音楽ひろば♬ 
日時：１２月１７日（火）１０：３０～１１：３０ 

対象：１歳児と保護者 

内容：待望の 1歳児さん向け「音楽あそび」を 

楽しむひろばです。みんな集まれ♪ 

講師：rythmiquebabykids ゆうき先生・ゆかり先生・まき先生 

参加方法：１１月１９日（火）10：00から直接申込。 

10：30からは電話でも OK！(定員なし) 

 

～名古屋女子大学交流事業～ 

☆みんなでメリー・クリスマス☆ 
日時：１２月８日（日）１０：００～１５：００ 

対象：幼児（保護者同伴）、小学生～高校生  

内容：名古屋女子大学のお姉さんによる 

    ５つのワークショップを開催！サンタ 

    クロースもやってきます☆ 

     

 

～名古屋女子大学交流事業～ 

オーナメントクッキーをつくろう！ 
日 時：１２月７日（土）13：00～15：30 

（12：30集合） 

対 象：小学生～中学生   

定 員：３０名  参加費：１００円 

場 所：名古屋女子大学 ※集合・解散は児童館   

内 容：クリスマスにちなんだ形のクッキーを作ります。 

参加方法：１１月１６日（土）10：00 から直接申込。 

10：30 から電話でもＯＫ！(先着順) 

※お一人様２名分まで申込可。 
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みんなのおはなし会 
日時：１２月４日（水）１１：００～12：００ 

対象：幼児と保護者 

内容：「たんぽぽ」によるおはなし会。 

    ミニ工作もおこないます。 



 

 
    

げつ か すい もく きん ど にち 

 １ 

キッチンみずほ 
（♦午後乳幼児室） 

申）パパ＆ママリラ  

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

休館日 
ベビすま 

申）ベビすま１月 

おはなし会 

ベビマ＆ママビ 

☆母親卓球 

保育案内人がくるよ☆ 

居場所づくり 

☆ママといっしょ ☆造形 A ・ B 
オーナメントクッキーをつくろう！ 

みんなで 
メリー・クリスマス！ 
（♦～16時乳幼児室、ホール） 
 

９ １０  １１ １２  １３ ✿ １４ １５ 

休館日 

☆ぞうさん 

おでかけわんぱーく  

親子であそぼう ☆母親卓球 

わらべうた 

居場所づくり 

 ☆ 将 棋  

（◆午前乳幼児室） 
☆こども卓球  
(♦午後ホール) 

生春巻きをつくろう 

パパと遊ぼう＆ママリラ 

(♦午前ホール ) 

 

１６ １７  １８  １９  ２０ ✿ ２１ ２２ 

休館日 

みんなの音楽広場 

 

☆親子体操 ☆母親卓球 

カプランド 

申）カラオケ 

居場所づくり 

 ☆造形 A・B 

（◆午前ホール）          

申）木材を利用した玩具作り 

２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ 

休館日 

クリスマスだよ☆ 

全員集合！ 

（◆午後ホール） 

キッズシネマ 

（◆午後ホール） 

☆バンビ 

カラオケ紅白歌合戦 

（♦午後ホール） 

申）わらべうた 

  
休館日 

３０ ３１ 
 

～名古屋女子大学交流事業～ 

      野菜たっぷりの生春巻きを作ろう！ 

日時：１２月１４日（土）１３:３０～１５:３０（１３:００集合） 

場所：名古屋女子大学 ※集合・解散は児童館 

費用：１００円  対象：小学生～高校生 定員：３０名 

参加申込：１１月３０日（土）１０:００～直接申込。 

    １０:３０～は電話も可（先着順）。 

休館日 休館日 

瑞穂児童館は瑞穂区社会福祉協議会が 

指定管理者として運営を行っています。 来館方法についてのおねがい 
児童館へ来る際は、公共交通機関などでお越し下さい。お車で来られる際、駐車場が満車の場合は各自で

別の場所を探していただくことになります。近隣は住宅街と散策路です。枠外や路上駐車はおやめ下さい。 

中高生の居場所づくり事業 

原則毎週木曜日実施中！！詳しくは、児童館 
職員やユースサポートスタッフに聞いてね☆ 

 

マークがないものは事業実施日
です。 
事前申込が必要な場合がありま
すので、表面をご確認ください。 

☆……児童館クラブ（会員制の講座）    
申）…申込開始日 
✿……みずっちタイム※11時～12時の間に開始 

(乳幼児さん向けのお楽しみタイム) 
♦……使えないお部屋(冬休み期間中と土、日のみ記載) 

2019年12月29日(日)

から 2020 年１月３日

(金)まで、児童館はお休み

です。１月４日(土)から開館

します！ 

※冬休み中は日曜日がお休

みになります。 

瑞穂区社会福祉協議会 瑞穂児童館 
〒467-0011名古屋市瑞穂区萩山町１－２２ 

TEL：852-2229 FAX：841-1348 

開館時間 8：45～17：00 

（地域子育て支援拠点：9:00～13:00） 

HP://www.mizuho-shakyo.jp/jidoukan/ 

休館日：毎週月曜日・祝日 

    （冬休み中は毎週日曜日・祝日） 

今月の休館日はカレンダーに記載 
 


