
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

天使/豆まきあそび（３日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） 汐路/すまいる（10日） まぁぶる（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば申込　３月５日分（２月11日～20日）
黎明/こんにちは広場（17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/おやつの会🌸（４日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） 高田/キューピー（４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🌸（４日）受付中
こすもす/リズム遊び（18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/みんなの音楽広場♬🌸（18日）受付中

※園児といっしょに遊びます 穂波/メリーゴーランド（18日） らららルーム（毎週）
軍水/春からお仕事ママの交流会（18日） 汐路/すまいる（25日） みずほにじいろ（毎週）
新開/作って遊ぼう（18日） ※あいうえおハウス

井戸田/あいあい（25日）
中山/園庭開放企画・紙芝居（５日） 軍水（毎週） 中山（毎週） 陽明/いないいないばあ（５日） まぁぶる（毎週） 瑞穂区役所/さくらひろば🌸（５日）
さざんか/保育園で遊ぼう（19日） 天使（毎週） ※総合リハビリセンター どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週） 瑞穂児童館/ベビーマッサージ＆ママビクス（５日）
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（19日） たんぽぽ 軍水（毎週） 中根/ゆりかご（12日） らららルーム（毎週） ※申込１月22日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
軍水/赤ちゃんいらっしゃい（26日） （19日） とうえい 瑞穂児童館/親子で遊ぼう（12日）

（26日） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（19日）
※高田コミュニティセンター（直来町1-7-1）

瑞穂児童館/キッズわんぱーく（26日）
ひばり荘/ひばりひなっこクラブ「ルーミー」（12日・26日）

天使/お誕生会＆身体測定（20日） 軍水(毎週) 軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（20日） いたずラッコ（毎週） 瑞穂図書館/ちいさいひとむけおはなし会（13日・27日）
直来/遊戯室で遊ぼう（20日） 天使（毎週） ※陽明コミュニティーセンター まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/カプランド（20日）

御剱/若芽（27日） どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週）
らららルーム（毎週）
ABC Days（６日）

軍水/誕生会・身体測定（７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）
軍水/保育サービスについて（14日） 天使（毎週） (７日・28日） まぁぶる（毎週）
軍水/ストレッチバレエ（21日） どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週）
軍水/ひな祭りをしよう（28日） らららルーム（毎週）

ぞうさんちパオパオ（14日）わらべうた
中山/ぞうさんひろば🌸（８日） すずらん（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）

※かぼちゃ団子クッキング 瑞穂図書館/みずほとしょかんこどもまつり（15日）
瑞穂図書館/学生ボランティアによるおはなし会（22日）
瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま（８日・22日）
瑞穂児童館/児童館まつり（16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2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

水

月

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

・春からお仕事ママの交流会 13：30～14：30

・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

★こすもす保育園

・おやつの会🌸５組 ￥100円 14：30～16：00

・リズム遊び 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

・作って遊ぼう🌸 10：00～11：00

★すずらん幼児園

・園庭開放 ９：30～11：00

赤ちゃんの本棚 名古屋市瑞穂図書館 八木

おなかがいたいこねずみ

征矢清／文 山内彩子／絵 福音館書店

おなかが痛いと泣くこねずみを、かあさんねずみが病院に連れて

いきます。かあさんねずみの優しい手と、お医者さんの薬があれ

ば、腹痛なんてあっという間に治るのです。

病院を怖がる子もほっとできるお話です。

★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

★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（２か月）～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 ①、②ともに歩き出す前の子

【1歳児と保護者】

・みんなの音楽広場♬🌸 10：30～11：30

【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

・おでかけわんぱーく 10：30～11：30 ※高田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

・こどもまつり 10：00～15：00

★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

・みずほとしょかんこどもまつり 11：00～16：00

★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 

※令和2年3月にて事業終了

★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）

・豆まきあそび 10：00～11：00

・お誕生日会＆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 10：30～11：30

★直来保育園

・遊戯室で遊ぼう ９：45～11：00

★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

バスがきました

三浦太郎／さく 童心社

「しっぽのあるバスていに チューチュー ねずみさんの

バスがきました」。バス停の形から想像した動物にぴった

りのバスが、次から次へとやってきます。最後にわたしが

乗るバスは、どんなバスかな？

※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

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】

・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

≪ みずほとしょかんこどもまつり ≫

図書館のおはなし会がぎゅぎゅっとつまったおまつりです。

牛乳パックを使った工作教室もあります。

日時：２月１５日（土） １１：００～１６：００ （途中休憩あり）

11：00～11：45 ストーリーテリングのおはなし会 ５歳～

11：00～11：40 みんなあつまれ！おはなし会① 乳幼児～

13：15～14：00 英語でおはなし会 乳幼児～

14：15～15：00 みんなあつまれ！おはなし会② 乳幼児～

15：15～16：00 工作教室 幼児～

≪ 瑞穂保健センター 子育て講座≫

①「こころをはぐくむ」 １－２歳児をみる視点

対象： １歳～１歳６か月までの子と保護者

日程： ３月２３日（月） （２月２５日（月）～申込開始）

時間： １０：００～１１：３０ （受付 ９：４５～）

定員：先着２５組（予約制）※託児はありません。

②「はぐくむ会」

対象：子どもに発達障害の診断があるまたはその心配をお持ちの保護者

日時：２月２６日（水）１０：３０〜１１：３０ （受付１０：１５〜）

内容：「児童発達支援について」のお話・交流会

受付：前日までに電話で申し込み※託児はありません。

上記２講座の申込先：子育て総合相談窓口 ８３７−３２８５

さくらっこ♪ＨＰ

ｈｔｔｐｓ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｉｎｆｏ

≪ みずほじどうかん 児童館まつり ≫

楽しくなければまつりじゃない！

キッズボランティアによるゲームコーナー

バルーンアート、簡単工作など

お楽しみ盛りだくさん♪

乳幼児向け『赤ちゃん広場』もあります。

日時：２月１６日（日）１０：００～１５：００

対象：乳幼児と保護者

小学生～高校生年齢相当

※模擬店など一部有料となります。


