
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/お誕生会＆身体測定(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５月21日分（４月11日～25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）　

軍水（毎週） 軍水（毎週） 井戸田/あいあい（28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（14日）★受付中
天使（毎週） 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

らららルーム（毎週）
みずほにじいろ（毎週）

軍水/ねんねのママのおしゃべり会（15日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/キッズわんぱーく（22日）
軍水/赤ちゃんいらっしゃい（22日） 天使（毎週） どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週）

らららルーム（毎週）
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） 瑞穂児童館/みんなであそぼう♬（23日）
天使（毎週） ※陽明コミュニティセンター まぁぶる（毎週） 瑞穂児童館/カプランド（16日）

御剱/若芽（23日） どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週）
らららルーム（毎週）

天使/はじめましての会（17日） 軍水（毎週） 軍水（毎週） てくてくあそぼう会（毎週） 瑞穂児童館/おでかけわんぱーく(24日)
軍水/誕生会・身体測定（17日） 天使（毎週） まぁぶる（毎週） ※堀田小学校・特別活動室　(新開町24-13)
軍水/節句飾りを作ろう（24日） まぁぶる/プレママ赤ちゃんサロン★ ・南門入り口からお入りください

どるふぃんくらぶ瑞穂ヶ丘（毎週）
らららルーム（毎週）
ぞうさんちパオパオ（17日）

/わらべうた
すずらん まぁぶる（毎週） 瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま（25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4月のカレンダー(旧スケジュール)  ★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

・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

●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

これはおひさま

谷川俊太郎／ぶん 大橋歩／え ブッキング

「これはおひさま」

「これはおひさまのしたのむぎばたけ」

と、ことばをつないでいく、つみあげうたになっています。最後のページ

は、一息に読むのが苦しいくらい長くなりますが、お子さんと声を合わせ

て読んでみたい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

●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

【1歳児と保護者】

・みんなの音楽広場♬★ 10：30～11：30

【0歳児～1歳児】

・リズムであそぼう♪★

①歩き出す前の0～1歳児と保護者 10：00～10：45

②歩き出した0～1歳児と保護者 11：00～11：45

【乳幼児と保護者】

・みんなであそぼう♬ 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

【乳幼児（保護者同伴）～高校生】

・カプランド 15：00～16：30

●瑞穂図書館は再開後も４月中の行事は全て中止

【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

【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

●天使保育園

（子育て支援センターエンゼル）

・お誕生日会＆身体測定

10：30～11：30

・支援室開放 10：00～15：00

●黎明保育園

・園庭開放 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

おはながさいた

杜今日子／さく 福音館書店

ぷっくりふくらんだつぼみたち。ページをめくれば、ぽん！と

見事な大輪の花が咲きました。簡単なことばの繰り返しが心

地よく、画面いっぱいに描かれた花の鮮やかさに、思わず目

を奪われます。春にぴったりの絵本です。

※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】

・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

・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

子育てサークル新メンバー募集中！

さくらっこ♪ＨＰ

開催中止

いないいないはぁ ４/１

ひまわり ４/１

キューピー４/７

まんまサークル ４/１０、２４

ほりたオープンハート ４/１３

すまいる ４/１３、２８

豊岡学区子育て支援クラブ ４/１７

メリーゴーランド ４/２１

てくてくあそぼう会

活 動 日：毎週金曜日 １０時～１２時

対 象：未就園児とその保護者

活動内容：節句、クリスマス会 など

季節の行事や外遊び、室内遊び

会 費：月２００円・その他実費（イベント代）

お問い合せ：tekutekuasoboukai@gmail.com

「令和２年５月 児童虐待防止推進月間関連事業」

オレンジリボンキャンペーン２０２０ ｉｎ 瑞穂区役所

劇団うりんこ 「きみがしらないひみつの三人」(再掲)

※対象年齢 小学校低学年～幼稚園・保育園年長組程度

【日 時】 ２０２０年５月３１日（日） １０：３０～１２：００ （１０：００ より受付開始）

【会 場】 瑞穂区役所 ２階 講堂

【定 員】 ２００人 先着順

【参加費】 無料

【受 付】 令和２年３月１１日（水）～開始

【申込方法】 名古屋市電子申請サービスまたは瑞穂区役所民生子ども課へ電話

【申込み・お問い合わせ】 瑞穂区民生子ども課 劇団うりんこ演劇会担当

☎０５２－８５２－９３９２ ＦＡＸ８５２－９３７５

※対象年齢にかかわらずご観覧いただけます。

※公共交通機関をご利用の上お越しください。

さくらっこ♪の新型コロナウイルス拡散防止対策への対応

さくらっこ♪では、カレンダー発行時に予定されている行事を掲載いたします。

その後、中止や延期が決定した場合は、さくらっこ♪ホームペーｼﾞにて順次お知らせしてまいります。

ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

ｈｔｔｐｓ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｉｎｆｏ

「まぁぶるプレママ赤ちゃんサロン」

日 時：毎月第３金曜日 １０時～１２時

場 所；名古屋市地域子育て支援拠点まぁぶる２階

（瑞穂区土市町１－５０－３） 駐車場なし

対 象：初めての出産予定の妊婦さん

１人めの0歳赤ちゃんとママ

定 員：１０組 毎月要予約 ※下記QRコードからお申込みください

内 容：マタニティ＆ママヨガ みんなで情報交換やミニセミナー 育児相談

※３月３０日時点で４月の開催が未定です。

開催の有無、お申し込み方法については、さくらっこ♪または

NPO法人つながる子育てにじいろのホームページにて随時

ご案内いたします。

お問い合わせ：まぁぶる （０５２）８４６－２２１６

名古屋市地域子育て支援拠点まぁぶる 2020年度親子サークルにじっこのご案内

1歳児親子クラス 月組 (2018.4.2〜2019.4.1生) 2歳児クラス フレンズ(2017.4.2〜2018.4.1生) の募集をします！

お問い合わせは、お気軽にまぁぶるまで★

瑞穂区土市町1-50-3 052-846-2216

🧡月組：春夏コース全5回

4500円(法人正会員 2500円)

木曜日 10:30〜11:30 5/21,6/4,6/18,7/2,7/16

活動内容：親子一緒に、手作りおもちゃづくり・

ふれあい遊び・ひめトレ・絵の具遊び・

手形足型で手作り雑貨作り・親子クッキン

グなどを予定しています。

申込：4/10(金)13:00〜電話にて

💚瑞穂フレンズ：年間33回(5〜3月) 

入会金 2000円、月 3500円(法人正会員 入会金無料)

水曜日 9:30〜12:00

活動内容：保育士や幼稚園教諭免許をもつスタッフがお子さんと

一緒に活動します。(お母さんはリフレッシュ♪)

季節の工作、かんたんクッキング、公園遊びなどを予定

しています。 夏祭り、クリスマス会など親子で参加の日も

あります。

申込：4/23(木)13時〜電話にて

ご質問があればまぁぶるへお気軽にお問い合わせください。

いたずラッコ

活 動 日：毎週木曜日 １０時～１２時

対 象：未就園児とその保護者

活動内容：外遊び中心・絵本、手遊び など

お問い合せ： rakko_mizuho@yahoo.co.jp

【４月１２日まで活動自粛】

◎地域子育て支援センター 天使保育園 こすもす保育園 軍水保育園

◎地域子育て支援拠点 まぁぶる ｍｉｍｉ どるふぃんくらぶ瑞穂が丘 らららルーム

◎いこいの家 みずほにじいろ ｍｏｍｏ

◎瑞穂図書館 ◎ぞうさんちパオパオ

◎瑞穂児童館 一般来館中止 ◎瑞穂区役所 さくらひろば ４月１０日中止

◎瑞穂生涯学習センター 一般来館中止

毎週とは、活動自粛終了後の

１３日以降です


