さくらっこ♪ ２０１７年10月のスケジュール
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幼稚園・保育園(※祝日はお休み)
企画
支援室開放
天使/スキンシップタイム（23日）🌸
軍水(毎週)
軍水（エ）/親子でリトミック（２日）🌸
天使（毎週）
高田/遊びの会・ぞうさんの日
軍水(毎週)
（３日・24日）🌸 天使（毎週）
軍水（エ）/プレパパ・プレママ・ベビーサロン
１１月１０日分申込（10日）
軍水/ねんねのママのおしゃべり会（17日）
こすもす/おやつの会（24日）🌸
たんぽぽ/公園であそぼう（11日）
軍水（毎週）
※すやま公園
たんぽぽ/赤ちゃん広場・離乳食（25日）
中山/園庭開放企画・親子で体操（11日）
さざんか/つくって食べよう・ゆかり和え（11日）
こすもす/運動会ごっこ※初日公園（11日）
天使/看護師による育児相談＆身体測定（18日）
すずらん幼児園/ひろば開放（25日）※雨天中止
軍水/おやつ試食会（25日）🌸
高田/みみちゃん・ぞうさんの日🌸
軍水(毎週)
（５日・12日・19日・26日） 天使（毎週）

🌸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

自主・支援サークル・つどいの広場
瑞穂保健所・瑞穂児童館
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） 汐路/すまいる（９日）
ボラみみ（毎週）
瑞穂区役所/さくらひろば申込
※汐路コミュニティセンター
らららルーム（毎週）
11月16日分（10月16日～20日）
軍水（毎週） 高田/キューピー（３日）
らららルーム（毎週）
瑞穂児童館/ベイビーすまいる（３日）🌸受付中
ほりたオープンハート（10日）
ぞうさんちパオパオ（毎週）
瑞穂児童館/ちびっこ運動会（24日10：00～11：30）🌸
穂波/メリーゴーランド（17日）
※申込１０月４日１10：00～直接・10：30～電話
井戸田/あいあい（24日）
ひとり歩きできるお子さんと保護者対象です
汐路/すまいる（24日）※あいうえおハウス
子育てサロン

軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（４日） ボラみみ（毎週）
中山（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（４日）
中根/ゆりかご（11日）

瑞穂区役所/さくらひろば（４日）🌸
瑞穂児童館/親子であそぼう（11日）
瑞穂児童館/キッズわんぱーく（25日）
瑞穂保健所/子育て講演会（11日）🌸
～イヤイヤ期・やんちゃのいたずら期の対応～
瑞穂保健所/ペンギンクラブ(毎週)🌸
瑞穂図書館/英語でおはなし会（18日）

さくらっこ♪ＨＰ

ｈｔｔｐ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｏｒｇ/
軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（19日） いたずラッコ（毎週）
瑞穂児童館/ベビーサイン（５日）🌸申込９月21日～
黎明（19日）
※陽明コミュニティセンター ボラみみ（毎週）
瑞穂児童館/みんなのおはなし会（12日）
豊岡（26日）🌸 御剱/若芽（26日）
ABC Days（５日・12日・19日）
瑞穂児童館/カプランド（19日）
瑞穂図書館/ちいさいひとむけおはなし会（12日・26日）
軍水/誕生会・身体測定（６日）
軍水（毎週） 軍水（毎週） 弥富/まんまｻｰｸﾙ(６日・20日） てくてくあそぼう会（毎週）
瑞穂児童館/おでかけわんばーく（13日）
軍水/わらべうた遊び（20日）
天使（毎週）
弥富/とどらーずルーム（６日） ボラみみ（毎週）
※瑞穂コミュニティセンター 津賀田町3-83-1
軍水/運動会ごっこ（27日）
らららルーム（毎週）
瑞穂児童館/ストーリーテリング（27日）
中山/おはなし広場（６日）※竹田公園
ぞうさんちパオパオ/わらべうた（13日）瑞穂図書館/親子であそぼう！わらべ歌（27日）🌸
※申込１０月１３日(金)１０時～来館または電話
瑞穂児童館/リズムであそぼう（２７日）🌸申込１０月１３日(金)10：００～直接
瑞穂保健所/子どもの事故防止教室（２０日）🌸
①10：00～１0：45 歩き出す前の０～１歳児と保護者
10:30～電話
瑞穂保健所/かるがもクラブ（６日・13日・20日）🌸
②11：00～11：45 歩き出している０～１歳児と保護者
豊岡/運動会（７日）瑞穂公園南児童園にて※雨天中止
瑞穂図書館/みんなのおはなし会（14日・28日）
直来/運動会（７日）※雨天順延14日
瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫宝島（14日）
新開/運動会（14日）雨天順延17日（火）🌸
瑞穂児童館/マザリーズ教室（21日10：00～11：00）🌸
瑞穂生涯学習センター/みずほ生涯学習センターまつり
中山/ぞうさんひろば・かぼちゃの紙皿バック（28日）🌸
※申込１０月７日（土）10：00～直接1・0：30～電話
内容：作品展示・活動発表・実行委員企画など盛りだくさん！
瑞穂児童館/親子で運動遊びとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ（22日）🌸
日時：２８日（土） ２９日（日） 両日とも ９：３０～１６：００
※申込１０月１1日(水)10：00～直接・10：30～電話

年齢別お勧めお出かけ先 実施時間
【０歳児】
★軍水保育園（子育て支援センターぐんぐん）
★たんぽぽ保育園
・ねんねのママのおしゃべり会 14：30～15：30
・赤ちゃん広場 10：15～11：30
※受付14：00～支援室にて
【０～2歳児】
★高田幼稚園
・みみちゃん🌸 10：00～11：30
￥初回３００円・次回～２００円
【０歳～未就園児】
★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
・スキンシップタイム🌸 10：30～11：30
13：30～15：30
・看護師による育児相談 10：00～11：30
・おやつ試食会🌸 15：00～15：30
・支援室開放 10：00～15：00
★軍水保育園（エリア支援保育所）
★中山保育園
・園庭開放 10：00～
・子育て講座「親子でリトミック🌸
・園庭開放企画 10：00～10：15
10:30～11:30
・おはなし広場 10：45～11：00頃から
※ 瑞穂区役所講堂にて
★こすもす保育園
・ぞうさんひろば🌸 10：00～11：00
・地域開放企画 10：30～11：30
★豊岡保育園
・おやつの会 14：30～16：00🌸
・運動会 ９：00～12：00
・子育てセンターこまめちゃん🌸 10：00～12：00 ※未就園種目参加は１１時前に集合を
★さざんか保育園
・園庭開放🌸 10：30～12：00
・保育園であそぼう会 10：00～11：00
※雨天の場合 10：30～11：30
★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
★黎明保育園
・広場開放 10：00～11：30 ※雨天中止
・こんにちは広場、園庭開放
・園庭開放 9：30～11：00
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 ～
※軍水保育園エリア支援保育所
【２～３歳児】
９時～１７時 電話 ８３３－５５００
★高田幼稚園
※こすもす保育園
毎月第３木曜日
・ぞうさん🌸 10：00～11：30
１２時３０分～ 電話 ８３４－００８１
￥初回３００円・次回～２００円

【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 ￥100/回
10：30～11：50
・陽明/いないいないばぁ
リハビリセンター 10：00～11：00
・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】
・弥富/とどらーずるーむ
10：30～11：50
・陽明/いないいないぱぁ
リハビリセンター 11：00～12：00
・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 10：00～11：30

※裏面に連絡先のない自主サークル
支援サークルへのお問い合わせは、
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

※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

瑞穂生涯学習センター〈親学関連講座〉

日 時：１１月９日、１６日、３０日、１２月７日、１４日の全５回（木曜日） １０：００～１１：３０
内 容：① １１月９日
はじめまして
託児グループぞうさん
② １１月１６日 「ゆるぽか子育てのすすめ」 谷川輝美さん
③ １１月３０日 ティータイム （託児付）
託児グループぞうさん
④ １２月７日
おやこでからだあそび
パロマ瑞穂スポーツパーク指導員
⑤ １２月１４日 お楽しみ会
託児グループぞうさん
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２７年１０月１日～平成２８年１０月３１日生まれの子）とその親１２組
（※対象年齢より上のきょうだい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 瑞穂区惣作町２－２７－３
※１２月７日のみパロマ瑞穂スポーツバーク
申し込み受付：１０月１１日（水）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）

TEL＆FAX 842-5025

子育て教室 にこにこ ベビー

親子のきずなを深めよう【託児付】

～地域に広げよう子育ての輪～

お問い合わせ:託児グループぞうさん代表 里脇るみ子

【０歳～】
★生涯学習センター
・ちいき文庫たからじま 10：00～12：00
★瑞穂児童館
【０歳児】
・ベイビーすまいる🌸10：30～11：30
※軍水保育園エリア支援保育所共催
【０歳児～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
・カプランド 15：00～16：30
【未就園児（保護者同伴）～高校生】
・ストーリーテリング 16：15～16：45
・カプランド 15：00～16：30
【３～５歳児】
・親子で運動遊びとコミュニケーション🌸 10：00～11：00
★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
・英語でおはなし会 11:00～11:30
【０～１歳児】
・親子であそぼう！わらべうた🌸 ①10：00～10：40
②11：00～11：40
★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

※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

「託児グループぞうさん」平成２９年度 後期自主開設講座

みんなであそぼ！！ ⑯

🌸要申込 ￥要参加費
【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
・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
10：30～１2：00
・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
・ABC Days ￥300/回 🌸
10：00～11：00

日 時：１月２６日、２月２日、９日、１６日、２３日、３月２日の
全６回 （金曜日） １０：００～１２：００
内 容：① １月２６日 子どもと一緒に前向きにやる気を育てる！
② ２月 ２日 子どもの心を受け止めよう
③ ２月 ９日 子どもと一緒に片付けよう
④ ２月１６日 簡単！時短！朝ごはんとお弁当
⑤ ２月２３日 未来へ続く、親子のきずな
⑥ ３月 ２日 親子で一緒に語り合おう
受講料・教材費：２，０００円 (託児費用は別途３６０円)
対 象：子を持つ親２４名(うち託児枠８名)
※託児対象は１月２６日の時点で満２歳以上の未就学児
会 場:瑞穂生涯学習センター・視聴覚室・第２集会室・料理室
申し込み①瑞穂生涯学習センターへ往復はがきにて
②インターネットから名古屋市電子申請サービスにて
申込締切日:１２月６日（水）
※詳細は 瑞穂生涯学習センター主催講座 親子のきずな で検索

赤ちゃんの本棚

日時：Ｈ２９年１１月２１日（火)
受付９：45～10：00 １１：３０終了予定
内容： 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
定員：先着３０組
対象：Ｈ２９年１月１日生～Ｈ２９年６月３０日生
持ち物：母子健康手帳
お子さんを寝かせる敷物用のバスタオル
申し込み開始日：Ｈ２９年１０月２０日（金）
申し込み・問合せ：
瑞穂保健所 子育て総合相談窓口
ＴＥＬ ８３７－３２８５ FAX ８３７－３２９１

名古屋市瑞穂図書館 小野

なっちゃんもついてこーい
こいでやすこ／さく 福音館書店

なっちゃんは、仲良しのけんたくんと犬のジョンの後を一生懸
命走っていきます。
ついた先はけんたくんの秘密の家。
みんなで一緒におやつを食べて、さあ、帰ろう。
あしたも遊ぼうね。

つみき
中川ひろたか／ぶん 平田利之／え 金の星社
つみきをひとつ、ふたつとつんでいって…さて、どこまでつめ
るかな？
あ、てんとうむしが飛んできて、ゆらゆら…がっしゃーん！
何度もくり返して楽しみたい絵本です。

（民生委員児童委員連盟瑞穂区支部後援)

