
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（20日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） まぁぶる（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば申込　２月５日分（1月11日～20日）
天使/お誕生会＆身体測定（20日） 天使（毎週） どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週） ※電話受付は開庁日９：00～17：00

らららルーム（毎週）
ｍｉｍｉ（毎週）　

こすもす/絵本の会（28日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） 高田/キューピー（７日） どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週） 瑞穂児童館/ベイビーすまいる🌸（７日）受付中
天使（毎週） ほりたオープンハート（14日） ぞうさんちパオパオ（毎週） 瑞穂児童館/みんなの音楽広場♬🌸（21日）受付中

穂波/メリーゴーランド（21日） らららルーム（毎週）
汐路/すまいる（28日） みずほにじいろ（毎週）

※あいうえおハウス
井戸田/あいあい（２８日）

こすもす/リズム遊び（22日） 軍水（毎週） 中山（毎週） 瑞穂/ひまわり（８日） まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/親子で遊ぼう（８日）
※園児といっしょに遊びます 天使（毎週） 1日を除く 中根/ゆりかご（８日） どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週） 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（22日）

軍水/ねんねのママのおしゃべり会（15日） たんぽぽ 軍水（毎週） らららルーム（毎週） 瑞穂図書館/英語でおはなし会（15日）
軍水/赤ちゃんいらっしゃい（22日） （15日） とうえい ひばり荘/ひばりひなっこクラブ「ルーミー」（８日・22日）
中山/園庭開放企画・エプロンシアター（15日） （15日）
新開/プレママ・プレパパ・ベビーサロン🌸（15日）
さざんか/保育園で遊ぼう（22日）

軍水(毎週) 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（16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（９日・23日）
天使（毎週） ※陽明コミュニティーセンター まぁぶる（毎週） 瑞穂図書館/ふだんづかいのわらべうた🌸（30日）

御剱/若芽（23日） どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週） 瑞穂児童館/わらべうたであそぼう🌸（９日）
らららルーム（毎週） ※申込12月26日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
ABC Days（30日） 瑞穂児童館/カプランド（16日）

瑞穂児童館/人形劇をみよう（30日）※出演「ぽこあぽこ」
軍水/誕生会・身体測定（10日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） 弥富/まんまサークル てくてくあそぼう会（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば🌸（９日）
軍水/体を動かして遊ぼう（17日） 天使（毎週） (17日・31日） まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（24日）
軍水/絵本の読み聞かせ（24日） どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週） ※瑞穂コミュニティセンター　津賀田3-83-1
軍水/鬼のお面を作ろう（31日） らららルーム（毎週） 瑞穂児童館/リズムであそぼう🌸（24日）
こすもす/餅つき🌸（10日） ぞうさんちパオパオ（10日）わらべうた ※申込1月10日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
直来/プレママ・プレパパ・ベビーサロン🌸（24日）
天使/親子で音あそび（31日）
中山/ぞうさん広場🌸（18日） まぁぶる（毎週） 瑞穂図書館/みんなのおはなし会（11日・25日）

※けん玉で遊ぼう ぞうさんちパオパオ（11日） 瑞穂図書館/学生ボランティアによるおはなし会（25日）
瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま（11日・25日）

　

（民生委員児童委員連盟瑞穂区支部後援)

さくらっこ♪　2020年1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

土

木
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年末年始のお休みにつきましては、裏面の連絡先からお問い合わせください

 

 

 

 

 

【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 

         ※15日は９：00～14：00 

 ・園庭開放  11：00～12：30  

 ※年末年始 12月28日～１月5日 お休み 

★こすもす保育園 

 ・餅つき🌸25組 ￥４００円 10：30～12：00 

 ・リズム遊び 10：30～12：00 

 ・絵本の会  10：30～12：00 

 ・地域子育て支援センタ-こまめちゃん🌸  

  ①9：30～12：00 ②12：00～14：30 

★さざんか保育園  

 ・保育園で遊ぼう 10：00～11：00 

★新開保育園 

 ・プレママ・プレパパ・ベビーサロン🌸 

                 10：00～11：30 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

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

 
 

  
 

                                                                                                                                                                                   

あっはっは 

川之上英子／さく・え 川之上健／さく・え 岩崎書店 
 

いいことがあったとき。ほめられたとき。笑い方はちょっとずつ違います。

笑っているのが赤ちゃんなのか、お殿様なのかでも違ってきます。でも、 

幸せな気分になるのは、みんな同じ！ 

読み手も思わず笑顔になる１冊です。 

★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 

 ・子育てワイワイ広場 10：00～11：30 （受付９：50～） 

★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 

【0～1歳児と保護者】 

 ・リズムであそぼう🌸 

 ①歩き出す前の子 10：00～10：45 

 ②歩き出している子 11：00～11：45 

【1歳児と保護者】 

 ・みんなの音楽広場♬🌸 10：30～11：30 

 ・わらべうたであそぼう🌸 10：30～11：30 

【0～1歳児と保護者】 

 ・リズムであそぼう🌸 

 ①歩き出す前の子 10：00～10：45 

 ②歩き出している子 11：00～11：45 

【幼児と保護者】 

 ・親子で遊ぼう 10：30～11：30 

【未就園児と保護者】 

 ・キッズわんぱーく 10：00～11：30 

 ・人形劇をみよう！ 10：30～11：30  

 ・おでかけわんぱーく 10：30～11：00 ※瑞穂コミュニティセンター       

【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  

 ・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 

 ・ふたんづかいのわらべうた🌸 11：00～11：40 

★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 

 ・どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘  

                10：00～15：00 

 ★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 

【０歳児～未就学児】 

★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 9：00～14：00 

 ・ｍｉｍｉ 9：00～14：00  

 
 ※連絡先表記のないサークルへは  

 さくらっこ♪ＨＰからお問合せください 

★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） 

 ・お誕生会＆身体測定 10：30～11：30 

 ・親子で音あそび 10：30～11：00 

 ・支援室開放 10：00～15：00 

★とうえい保育園 

 ・屋上園庭開放 10：30～11：30 

★直来保育園 

 ・プレママ・プレパパ・ベビーサロン🌸 

            10：00～11：30 

★中山保育園 

 ・ぞうさん広場 10：00～11：00 

 ・園庭開放 10：00～ 

★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 

けいとだま 

大槻あかね／さく 福音館書店 
 

大きな赤い毛糸玉が一つ。小さな人が見つけて、マフラーを編みまし

た。長い長いマフラーは、２人でまいてもまだ余ります。３人、５人、 

出会う人たちみんなでまいて、マフラーはどこまで続くのでしょう？ 

 

※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 

  実施日前月の第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 

【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 

【０歳児から未就園・ 

 初めてのお子さんを妊娠中の方】 

・御劔/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 

・中根/ゆりかご 10：00～11：30 

・井戸田/あいあい 10：00～11：30 

・汐路/すまいる￥20/回 

           10：30～12：00  

 

 

※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 

  

 ・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 

 

            瑞穂保健センター 

        ≪よちよち教室≫ 
 
日時：２月２５日（火） 

    １０：００～１１：１５ （受付９：４５～） 

対象：生後８か月～１１か月までの子と 

    保護者 

    ※お一人様１回のみの参加 

定員：先着２０組 （予約制・先着順）  

申込開始：１月２７日（月）～ 
 

＜申し込み先＞ 

子育て総合相談窓口 

     電話  052-837-3285 
 

                               さくらっこ♪交流会 
                 

 「瑞穂区子育てネットワークさくらっこ♪」が子育て中の 

家族を対象に交流会を開催します。 

親子で楽しめる音楽ユニット「すかほわ」のミニコンサートの 

あとは交流会をおこないます。 

子育てについていろいろ話してみませんか？ 

子育て中の親子のみなさん、ぜひご参加ください。 

 

 

 日 時：２月２５日（火） 受付９時５０分 

     ミニコンサート、交流会  １０時～１１時半 

会 場：瑞穂児童館ホール 

     瑞穂児童館萩山町１－２２TEL:０５２-８５２-２２２９ 

     ※申し込み先ではありません 

     ※公共交通機関のご利用をお願いいたします 

       

 
 

      主催 瑞穂区子育てネットワークさくらっこ 

       共催 瑞穂児童館 

 

 

 

対 象：０～１歳児とその保護者  ※入場無料 

定 員：先着３０組 

申込先：名古屋市瑞穂区社会福祉協議会内 

    「瑞穂区子育てネットワークさくらっこ♪」事務局に 

    電話申込み 

    電話 ０５２-８４１-４０６３（担当奥坂） 

申込日：令和２年２月５日（水）から２月１４日（金） 

     平日の１０時～１７時に先着順受付 

                瑞穂図書館 
   

ふだんづかいのわらべうた 

 

日時：１月３０日（木） 

     １1：００～１1：４０ 

対象：乳幼児と保護者 

    ※おおむね０歳５か月～１歳半 

講師：司書     

定員：１５組  

申込開始：１月１６日（木）10：00～ 

       来館または電話受付  

電話： 052-853-0450 
 

子育て支援者養成講座                            瑞穂児童館 

     あそび心をひろげよう  ※子連れでの参加はできません   
 

日時：１月２８日（火）１０：３０～１２：００  

対象：子育て支援者 

    子育て支援に興味のある方 

講師：NPO  おやこセンター 竹内由美先生     

 

定員：３０名  

申込開始：１月７日（火）10：00～ 

       10：30～電話でもOK！ 

申し込み  ８５２－２２２９ 
 

さくらっこ♪ＨＰ 

 
ｈｔｔｐｓ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｉｎｆｏ 

      【追加募集】  瑞穂生涯学習センター 〈親学関連講座〉 

今から始める入学前準備 ～学んで安心、準備で万全～【託児付】    

期間：令和２年１月３１日(金)から２月２８日(金) 全５回 

時間：１０：００～正午※託児コース受講者１月２４日（金）１０時より説明会 

対象：子を持つ親、子育てに関心のある方 

   ※託児対象は令和２年１月３１日時点で満２歳以上の未就学児 

受講料：１，５００円  教材費：８００円  （託児費用：別途３００円） 

問い合わせ・申し込み：瑞穂生涯学習センター 電話０５２－８７１－２２５５ 

申込締切：令和２年１月30日（木）※託児希望者は令和２年１月２３日（木） 


