さくらっこ♪ ２０１6年１0月のスケジュール
10月のイベント情報
【瑞穂児童館】 ＴＥＬ ８５２－２２２９
★キッズシネマ
日時：10月８日（土）①13：30～14：30 ②14：45～16：45
内容：①幼児向けの映画 ②小学生以上向けの映画
費用：５０円（ポップコーンを買う人のみ）

★おでかけわんぱーく
日時：10月14日（金）10：30～11：30
場所：瑞穂コミュニティセンター（津賀田町3-83-1）
対象：未就園児と保護者
内容：児童館の「キッズわんぱーく」がお出かけします
★マザリーズ教室～名古屋女子大学交流事業～
日時：10月22日（土）10：00～11：00
対象：０歳（３か月～）の赤ちゃんと保護者
定員：20組
内容：赤ちゃんへの柔らかな語りかけを学生のお姉さん
たちと一緒に楽しく学びます。
参加方法：10月８日（土）10：00～ 直接申込
て
10：30から電話でもOK！
※１１月１１日の名女大交流事業は音楽あそびです
申込は１０月２８日～
★子どもと一緒にスマホカメラを楽しむ方法
日時：10月23日（日）10：00～11：00
対象：未就園児と保護者
内容：親子でスマホカメラを楽しむ方法を学びませんか
参加方法：自由参加
★こあらっこ ［リズム遊び］
日時：10月28日（金）①10：00～10：45 ②11：00～11：45
対象：①歩きだす前の０～１歳児と保護者
対象：②歩きだしている０～１歳児と保護者
※10月で２歳になる子までＯＫ
定員：各回20組
申込：各回とも10月１日(土)10：00から直接申込
10：30からは電話もＯＫ
★スター・ペアレンティング（４回連続講座）
日時：11月８日・15日・22日・29日（各火）
10：00～12：00
対象：子育て中の保護者(６ヵ月～就学前託児有)
定員：２０名(託児定員１８名程度)
内容：親子間・子ども同士などで起こる問題の解決プロ
グラムを一緒に学んでみませんか？
参加方法：10月22日（土）10：00から直接申込
10：30から電話でもOK！
※初めて参加される方を優先させていただきます
【瑞穂保健所】 ＴＥＬ ８３７－３２８５
★子育て教室 にこにこ ベビー
日時：Ｈ28年11月22日（火）、29日（火）の２日間コース
受付９：45～10：00 １１：３０終了予定
内容：１日目－食育ってなあに？（離乳食のコツ）、
絵本の読み聞かせ、交流会
（栄養士・瑞穂図書館司書・保健師）
２日目－ママとベビーのスキンシップ
～親子のふれあい・親子遊び～、
交流会（保育士・保健師）
場所：瑞穂保健所 ４階 健康増進室
対象：Ｈ28年１月１日生～Ｈ28年5月31日生
定員：先着30組
持ち物：母子健康手帳、動きやすい服装で参加を
申し込み開始日：Ｈ28年10月25日（火）
場所：瑞穂保健所 ４階 健康増進室
申し込み先：瑞穂保健所 子育て総合相談窓口
ＴＥＬ ８３７－３２８５ FAX ８３７－３２９１

幼稚園・保育園(※祝日はお休み)
企画
支援室開放
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☆初めて参加する所へは事前にお問い合わせのうえお出かけ下さい。
自主・支援サークル・つどいの広場
瑞穂保健所・瑞穂児童館
子育てサロン
園庭開放
(※祝日はお休み)
瑞穂図書館・瑞穂生涯学習センター
軍水（毎週）
ボラみみ（毎週）
瑞穂区役所/さくらひろば１１月２日分予約
らららルーム（毎週）
（17日～21日）
子育て広場リーゴ（毎週）
さくらっこ♪ＨＰ
軍水（毎週）
ぞうさんちパオパオ（毎週）
高田キューピー（４日）
ほりたオープンハート（11日）
ボラみみ/ スイーツ作り教室（11日）
ボラみみ/ベビ-マッサージ(25日)
穂波メリーゴーランド（18日）
らららルーム（毎週）
汐路すまいる（25日）※あいうえおハウス
ｈｔｔｐ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｏｒｇ/
井戸田あいあい（25日）
軍水（毎週）
ボラみみ（毎週）
瑞穂区役所/さくらひろば（５日）※要予約
陽明いないいないばあ（５日）
※総合リハビリセンター らららルーム（毎週）
中山（毎週）
瑞穂児童館/親子であそぼう（12日）
こすもす（５日） 瑞穂ひまわり（５日）
瑞穂児童館/キッズわんぱーく（26日）
瑞穂図書館/英語でおはなし会（19日）
中根ゆりかご（12日）

高田/みみちゃんメイトの日（11日・25日）
軍水(毎週)
※要申込
軍水/プレママ・プレパパ・ベビーサロン（11日）※要申込
軍水/イヤイヤ期のママのおしゃべり会（11日）※14：00～15：00
こすもす/おやつの会（25日）※５組限定・要申込
天使分園/エンゼルで遊ぼう（５日）
軍水（毎週）
中山/金魚をさがそう（５日）※10：00～10：15
さざんか/散歩・田辺公園（12日）※保育園前集合
さざんか/おもちゃを作って遊ぼう（26日）
たんぽぽ/公園で遊ぼう・すやま公園（12日）※10：15～現地集合
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（19日）※14:00～15：00
軍水/おやつ試食会（26日）※15：00～15：30
たんぽぽ/赤ちゃん広場・離乳食（26日）
すずらん/広場開放（26日）米雨天中止
高田/ぞうさんメイトの日（毎週）※要申込
軍水(毎週)
軍水（毎週）
天使分園/エンゼルで遊ぼう（13日）

陽明いないいないばあ（20日）
※陽明コミュニティセンター
御剱若芽（27日）

中山/おはなし散歩・竹田公園（７日）※10：45～ 軍水(毎週)
軍水/散歩（７日）
軍水/誕生会・身体測定（14日）
軍水/わらべ歌遊び（21日）
軍水/音楽コンサート（28日）
東栄/遊戯室・５歳児が踊りを披露します（７日）
東栄/ミニ運動会（21日）
天使分園/身体測定（21日）※10：00～11：00
豊岡/運動会（１日）
直来/運動会（８日）※雨天15日
軍水/運動会（８日）※雨天15日
天使/保育園で遊ぼう（15日を除く毎週）※9：45～11：00
天使/運動会（15日）※10：00頃～惣作公園
新開/運動会（15日）※９：00頃～雨天18日
中山/さつまいもの茶巾しぼり（22日）※要申込

軍水（毎週）
黎明（14日）

弥富まんまサークル（７日・21日）
弥富とどらーずルーム（７日）

東栄（１日を除く毎週）
【瑞穂生涯学習センター】 ＴＥＬ ８７１－２２５５
★'16みずほ生涯学習センターまつり
日時：10月22日（土）９：30～16：30
23日（日）９：30～16：00
※詳しくはセンターまつりのチラシをご覧下さい

いたずラッコ（毎週）
ボラみみ（毎週）

瑞穂保健所/ペンギンクラブ（毎週）
生涯学習センター/子育てワイワイ広場（日）
瑞穂図書館/ちいさいひとむけおはなし会（13日・27日）
瑞穂児童館/カプランド（20日）15：00～16：30
てくてくあそぼう会（毎週）
瑞穂保健所/かるがもクラブ（７日・14日・28日）
ボラみみ（毎週）
瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（14日）
らららルーム（毎週）
10：30～11：30瑞穂コミュニティセンター（津賀田町3-83-1）
子育て広場リーゴ（毎週）
瑞穂児童館/こあらっこ(28日)
ぞうさんちパオパオ/わらべうた（14日）

ボラみみ（毎週）
ボラみみ/リトミック教室（15日）
ちいき文庫たからじま（８日･22日）
もしもし文庫（８日）

瑞穂児童館/子どもと一緒にｽﾏﾎｶﾒﾗを楽しむ（２３日)
瑞穂生涯学習センター/センターまつり（23日）
“いのち”をみつめて
絵本の読み聞かせ＆交流会

日
みんなであそぼ！！ ⑮ ～地域に広げよう子育ての輪～
「託児グループぞうさん」平成２８年度 後期自主開設講座
瑞穂生涯学習センター、瑞穂運動場、つどいの広場『ぞうさんち
パオパオ』を中心に、地域で託児や子育て支援活動をしている
『託児グループぞうさん』が企画、運営する自主開設講座「みんな
であそぼ!!」 （木曜日の５回連続講座）
親子であそんだり、学んだり。絵本の読み聞かせもありますよ。
お子さんと一緒に楽しみながら、みんなで交流しましょう。

11月１0日 はじめまして
11月17日 ～スキンシップたいむ♪ママはスキンシップの魔法使い～
インストラクター 小菅祐美さん

１１月２４日 ティータイム（託児付）
１2月 １日 おやこでからだあそび 瑞穂運動場指導員
１2月 ８日 お楽しみ会
時 間 午前１０時～１１時半
受講料 ３，５００円（子どものおやつ代、託児料、保険料を含む）
対 象 １歳児（平成２６年１０月１日～平成２７年９月３０日生まれ
の子）とその親１２組
（※対象年齢より上のご兄弟を連れての参加はご遠慮ください）
会 場 瑞穂生涯学習センター （１２月１日は瑞穂運動場）
申 込 １０月１８日（火）１０時 瑞穂生涯学習センター ロビー
※１０時の時点で応募者多数の場合は抽選となります。
（整理券配布）
問合せ 託児グループぞうさん代表 里脇るみ子 TEL＆FAX 842-5025

日 時：2016年10月29日（土）10：00〜11：30
場 所：瑞穂児童館クラブ室
テーマ：「いのち」を主題とした絵本の読み聞かせと交流会です。
子育て奮闘中のお母さん、お父さんと、子育ての基盤となる
「いのちの大切さ」について、語り合いたいと思っています。
募集期間：10月11日（火）〜18日（火）
申 込：軍水エリア支援保育所（052-833-5500）
平日の9：00～17：00までにお電話ください。
申し込みの際は参加の親と子の名前をお伝えください。
先着順で受付し、定員（親子12組）になり次第、締め切ります。

赤ちゃんの本棚

もりのおふろ

瑞穂図書館/みんなのおはなし会 （８日・22日）
瑞穂児童館/キッズシネマ（８日）
瑞穂児童館/マザリーズ教室（22日）
瑞穂生涯学習センター/センターまつり（22日）

瑞穂区子育て支援ネットワークさくらっこ♪
主催：もしもし文庫
名古屋市瑞穂図書館 村林

のげしとおひさま
西村敏雄／さく 福音館書店

もりのおくには、大きなおふろがあります。
ここへやってくるのは、ライオンに、ゾウに、ワニ。
まだまだいろんな動物がやってきますよ。

甲斐信枝／さく 福音館書店
のげしのはなは、かえるさんやありさんを見て、うらやましくなります。うごい
て好きなところへ行けるから。
ある日、おひさまは言います。「わたしのひかりをいっしょうけんめいすいこ
んでいれば、きっとどこかへいけますよ」
生き物が、どことなく人間っぽく描かれているのも注目です。

