さくらっこ♪ ２０１７年４月のスケジュール

🌸要申込

幼稚園・保育園(※祝日はお休み)
子育てサロン
企画
支援室開放
園庭開放
軍水（エ）/プレママ・プレパパ・ベビーサロン 軍水(毎週)
軍水（毎週）
汐路/すまいる（10日）
月
（17日）
※汐路コミュニティセンター
軍水(毎週)
軍水（毎週） 高田/キューピー（４日）
ほりたオープンハート（11日）
瑞穂児童館/コモンセンスペアレンティング～イライラしない子育て～
穂波/メリーゴーランド（18日）
日 時：5月16日，23日，30日（全火） の３回講座 １0：00～１2：0０
汐路/すまいる（25日）
火 対 象：２歳～就学前のお子さんとその保護者
※あいうえおハウス
定 員：２０名（託児定員１５名）
井戸田/あいあい（25日）

☆ご不明な点は裏面連絡先へお問い合わせください

自主・支援サークル・つどいの広場
(※祝日はお休み)
ボラみみ（毎週）
らららルーム（毎週）
ボラみみ/スイーツ作り（11日）🌸
らららルーム（毎週）
ぞうさんちパオパオ（毎週）

内 容：問題解決のための技法をロールプレイを通して学びます。
申込：４月25日（火） １０：００～直接/10：30～電話可

たんぽぽ/支援室であそぼう（19日）
軍水（毎週）
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（19日）
水 さざんか/保育園で遊ぼう（26日）
すずらん/広場開放（26日）※雨天中止
軍水(毎週)
木
軍水/室内遊び（７日）
軍水/誕生会・身体測定（14日）
金 軍水/新聞プールで遊ぼう（21日）
軍水/節句の飾りを作ろう/（28日）

軍水（毎週）

軍水（毎週） 陽明/いないいないばぁ（５日）
ボラみみ（毎週）
※総合リハビリセンター らららルーム（毎週）
瑞穂/ひまわり（５日）
軍水（毎週） 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）
軍水（毎週） 弥富/まんまサークル(14日・28
弥富/とどらーずルーム（14日）
さくらっこ♪ＨＰ
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年齢別お勧めお出かけ先 実施時間
【０歳児】
★軍水保育園エリア支援保育所
★たんぽぽ保育園
・プレママ・プレパパ・ベビーサロン 🌸
・赤ちゃん広場 10：15～11：30
10：00～11：30
★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 14：00～15：00

【０歳～未就園】
★軍水保育園（子育て支援センターぐんぐん） ★天使保育園
・金曜企画 10：00～11：00
（子育て支援センターエンゼル）
・支援室、園庭開放 9：30～12：30
お電話でお問い合わせください
13：30～15：30
ＴＥＬ ８１１－３５０３
・おやつ試食会🌸 15：00～15：30
★中山保育園
★こすもす保育園
・園庭開放 10：00～
・地域開放企画 10：30～11：30
・園庭開放企画 10：00～10：15
・おやつの会 10：30～11：30🌸
・おはなし散歩 10：45～11：00
・子育てセンターこまめちゃん🌸 10：00～12：00 ・ぞうさんひろば🌸 10：00～11：00
★さざんか保育園
★豊岡保育園
・保育園であそぼう会 10：00～11：00
・親子で遊ぼう会 10：00～11：00
★新開保育園
★直来保育園
・すくすく広場 10：00～11：00
・直来あそぼう会 9：45～11：00
★すずらん幼児園
★日向さくら保育園
・広場開放 10：00～11：30
・あそぼう会 10：00～11：00
・園庭開放 9：30～11：00
★黎明保育園
★高田幼稚園
・こんにちは広場、園庭開放
・みみちゃんメイトの日🌸 10：00～11：30
10：00～11：15
★たんぽぽ保育園
・地域開放企画 10：15～11：30
～ 企 画 申 込 ～
【２～３歳児】
★高田幼稚園
・ぞうさんメイトの日🌸 10：00～11：30
【就園予定～就園】
★軍水保育園
・リラックスママ🌸 10：00～11：30

※軍水保育園エリア支援保育所
開催日前月の１０日以降の平日
９時～１７時 電話 ８３３－５５００
※こすもす保育園
毎月第３木曜日
１２時３０分～ 電話 ８３４－００８１

瑞穂区役所/さくらひろば（12日）🌸
瑞穂児童館/親子であそぼう（12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）
瑞穂保健所/ペンギンクラブ🌸(毎週)
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）

いたずラッコ（毎週）
ボラみみ（毎週）
てくてくあそぼう会（毎週）
ボラみみ（毎週）
らららルーム（毎週）
ぞうさんちパオパオ
/わらべうた（14日）
ボラみみ（１日・22日）
ボラみみ/リトミック教室（22日）🌸

瑞穂児童館/リズムで遊ぼう（14日）🌸
瑞穂児童館/おでかけわんぱーく（28日）
堀田小学校特活室※南門入口からお入りください
瑞穂児童館/ストーリーテリング（28日）
瑞穂保健所/かるがもクラブ（毎週）🌸
瑞穂図書館/みんなのおはなし会 （８日・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）
もしもし文庫（８日）🌸
瑞穂児童館/キッズシネマ（16日）
※裏面メールアドレスへご連絡ください

🌸要申込 ￥要参加費

【０歳・
初めてのお子さんを妊娠中の方】
・弥富/まんまサークル ￥100/回
10：30～11：50
・陽明/いないいないばぁ
総合リハビリセンター 10：00～11：00
・陽明/いないいないばぁ（陽明）
陽明コミュニティセンター 10：00～11：00
【１歳】
・弥富/とどらーずるーむ
10：30～11：50
・陽明/いないいないぱぁ
総合リハビリセンター 11：00～12：00
・陽明/いないいないばぁ
陽明コミュニティセンター 11：15～12：15
【０歳から未就園・
初めてのお子さんを妊娠中の方】
・御剱/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
・汐路/すまいる￥20/回
10：30～12：00
・井戸田/あいあい 10：00～11：30
・豊岡学区子育て支援クラブ
※学区内回覧にてお知らせ
・中根/ゆりかご 10：00～11：45
※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

瑞穂保健所・瑞穂児童館
瑞穂図書館・瑞穂生涯学習センター
瑞穂区役所/さくらひろば5/11日分申込
（17日～21日）
瑞穂児童館/ベイビーすまいる（11日）🌸
瑞穂児童館/ベイビーすまいる5/2分申込（11日～）
瑞穂児童館/せいさく☆ラボ（18日～２８日）
※オリジナルこいのぼりづくり
瑞穂児童館/
前髪カット＆簡単セルフケア講座（25日）🌸
※申込４月１１日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可

【０歳～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 １１：00頃～11：30
・ボラみみ ￥1000/入会費
10：00～15：00
火曜日講座🌸 10：00～13：00
・らららルーム
（地域子育て支援拠点）
10：00～15：00
火曜日 12：30～17：30
・もしもし文庫 ￥50/回
14：00～１6：00
・瑞穂えだまめキッズ
（双子・三つ子の会） 10：30～11：30
★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

★生涯学習センター
・子育てワイワイ広場 10：00～11：30
定員１６組 先着順
・ちいき文庫たからじま 10：00～12：00
★瑞穂児童館
【０～1歳児】
・リズムで遊ぼう🌸はいはい10：00～10：45
てくてく11：00～11：45
・ベイビーすまいる🌸10：30～11：30
【０歳～未就園児】
・親子であそぼう １0：30～11：30
・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
・前髪カット＆簡単セルフケア講座🌸 10：00～11：00
【０歳～】
・カプランド 15：00～16：30
・キッズシネマ 幼児向け 13：30～14：30
小学生以上向け 14：45～16：30
・みんなのおはなし会 11：00～12：00
・せいさく☆ラボ ９：00～16：45
【未就園児（保護者同伴）～小学生】
・ストーリーテリング 16：15～16：30
★瑞穂図書館
・みんなのおはなし会 11:00～11:30
※裏面に連絡先のない自主サークル
・ちいさいひとむけおはなし会 ①11:00～11:20
支援サークルへのお問い合わせは、
②11:30～11:50
さくらっこ♪ホームページの
さくらっこ♪について→お問い合わせ ・英語でおはなし会 11:00～11:30
★瑞穂保健所
・かるがもクラブ🌸 10:00～11:30
・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

※瑞穂児童館・瑞穂生涯学習センター・瑞穂区役所
瑞穂保健所の子育て支援事業詳細につきましては
『広報なごや』でご確認ください

～ 親子の絆づくりプログラム ～
「赤ちゃんがきた！」（愛称 ＢＰ）

子育て応援講座 (託児付)

主催：瑞穂区子育てネットワークさくらっこ♪
共催：瑞穂区役所・７５８キッズステーション

このプログラムに参加すると・・・
・子育て仲間ができます。
・赤ちゃんがますますかわいく思えるようになり、親子の絆が深まります。
・他の親も同じように悩んでいることが分かって、ストレスが軽減します。
・子育ての孤独感から解放されます。
・子どもの心身の発達を学ぶことができて「思春期から花ひらく子育て」 をめざすことができます。
日 時：5月８日（月），15日（月），23日（火），29日（月） の４回講座
１３：３０～１5：3０ （後半３０分は交流会）
会 場：瑞穂生涯学習センター２階和室
対 象：講座初日に２～５ヶ月までの赤ちゃん（第１子）とそのお母さん
定 員：１５組
参加費： 860円（テキスト代）
持ち物：子どものオムツ等必要なもの・赤ちゃんを寝かせる敷物用にバスタオル等
申 込：社会福祉法人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 「８４１－４０６３」申込み（※先着順）
申込期間：４月10日（月）～ １０：００～１７：００※土日祝日を除く

主催：ボラみみより情報ステーション

アドラー心理学の育児エッセンスをもり込んだ子育て応援講座
どう活かすかは、あなた次第!!
日 時：５月１６日，３０日，６月１３日，２７日 ７月１１日 ５回全て（火）/１0：00～１2：0０
定 員：１６名（託児定員６名）※本講座はお子様同伴での受講はできません
受講料： １,５００円（全５回分）
講座会場：瑞穂生涯学習センター（〒467‐0831名古屋市瑞穂区惣作町2-27-3）
託児会場：ボラみみより情報ステーション（〒467‐0842名古屋市瑞穂区妙音通2‐40横山ビル1階）
※講座当日は託児会場にお子さんをお預けいただいてから講座へお越しください。
（講座会場は託児会場から徒歩１５分程度）
託児対象：生後６ヵ月以上（託児料５００円）
※お子さんの持ち物にはすべて記名・おやつの必要な方は各自持参
申 込：４月１日（土）～「ボラみみより情報ステーション」にて直接
または下記内容をＦＡＸまたはメールにて
①お名前（ふりがな）②ご住所③連絡先（電話・Ｆａｘ・E-mail ）
④託児希望の有無（託児の場合はお子さんのお名前・年齢（月齢））
申込締切：５月７日（日）※先着順・定員に満たない場合は引き続き受付

≪お問合せ・お申込み先≫
ボラみみより情報ステーション月&水～土曜/10時～15時

📠 Fax：052-811-1812☎080-4228-5356
赤ちゃんの本棚

名古屋市瑞穂図書館 村林

,ねずみさんのくらべっこ
多田ヒロシ/作 こぐま社

おでかけのまえに
筒井頼子/さく 林明子/え 福音館書店

２ひきのねずみがいろいろなことでくらべっこします。
もっているふうせん、大きいのはどっち？
つみきを高くつめたのはどっち？

今日はピクニックに行く日。あやこは早く出かけたくてたまりません。お父さ
んやお母さんはピクニックの準備におおいそがし。あやこもお手伝いします
が、うまくできるでしょうか？

（民生委員児童委員連盟瑞穂区支部後援)

