さくらっこ♪ ２０１８年８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

幼稚園・保育園(※祝日はお休み)
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
子育てサロン
企画
支援室開放
園庭開放
いこいの家 (※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)
軍水（毎週） 汐路/すまいる（14日）
らららルーム（毎週）
瑞穂区役所/さくらひろば申込
月 天使/お誕生会＆身体測定（27日）
天使（毎週）
※汐路コミュニティセンター まぁぶる（毎週）
９月６日分（８月13日～17日）
軍水(毎週)
軍水（毎週） 高田/キューピー（７日）
らららルーム（毎週）
瑞穂児童館/ベイビーすまいる🌸（４日）
天使（毎週）
ほりたオープンハート（14日）
ぞうさんちパオパオ（毎週）※１４日はお休み
火
穂波/メリーゴーランド（21日） まぁぶる（毎週）
井戸田/あいあい（28日）
汐路/すまいる（28日）※あいうえおハウス
さざんか/水遊び（プール）（１日・29日） 軍水（毎週）
軍水（毎週） 陽明/いないいないばあ（１日） らららルーム（毎週）
瑞穂区役所/さくらひろば🌸（１日）
とうえい/プール開放（８日・22日）
※総合リハビリセンター
瑞穂児童館/キッズわんぱーく（１日・８日・15日・22日）
※18日は9：00～14：00
こすもす/プール開放（８日・22日）
天使（毎週）
中山（毎週） 瑞穂/ひまわり（１日）
つどいの広場などの夏季休暇につき 瑞穂児童館/人形劇をみよう（29日）
たんぽぽ/プール開放（22日）
内容：「おおきな株」＆「つのは何にもならないか」
ましては、直接お問い合わせください。
中山/園庭開放企画・泥んこあそび（22日）
出演：ぽこあぽこ
天使/風船であそぼう！！（22日）
ひばり荘/ひばりひなっこクラブ「ルーミー」（８日・22日）
水
瑞穂図書館/英語でおはなし会（８日）
保育園の水遊び企画へは
・水着またはプール用パンツ、タオルをご持参ください。
・保護者も多少濡れても良い服装でお出かけ下さい。

木

直来/水遊びをしよう（９日）
※SIDS訓練

軍水(毎週)
天使（毎週）

軍水/水遊び（３日・11日・17日）
軍水（毎週）
軍水/誕生会・身体測定（24日）
天使（毎週）
金 軍水/保育園入所説明についてのお話（31日）
新開/すくすく広場・水遊び🌸（３日）

軍水（毎週）

いたずラッコ（毎週）
ABC Days（２日・９日・23日・30日）
まぁぶる（毎週）

軍水（毎週） 弥富/まんまｻｰｸﾙ(24日）

らららルーム（毎週）
てくてくあそぼう会（毎週）
みずほにじいろ（毎週）
まぁぶる（毎週）

すずらん（４日）

まぁぶる（毎週）

土

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）
・ねんねのママのおしゃべり会

【０歳～未就園児】
★天使保育園
★軍水保育園（子育て支援センターぐんぐん）
（子育て支援センターエンゼル）
・金曜企画 10：00～11：00
・風船であそぼう！！ 10：00～11：30
・支援室、園庭開放 9:30～12:30
・お誕生会＆身体測定 10：30～11：30
１3:30～15:30
・支援室開放 10：00～15：00
※８月13日～１７日 9：00～14：00
★とうえい保育園
★こすもす保育園
・プール開放 11：00～12：00
・プール開放 10：30～12：00
★中山保育園
・園庭開放 10：00～
・地域子育て支援センターこまめちゃん🌸
★直来保育園
①9：30～12：00 ②12：00～14：30
・水遊びをしよう 9：45～11：00
★さざんか保育園
・水遊び 10：00～11：00
★新開保育園
・すくすく広場・水遊び🌸 ９：30～11：00
★すずらん幼児園
・広場開放 10：00～11：30 ※雨天中止
・園庭開放 9：30～11：00
★たんぽぽ保育園
・地域開放企画 10：15～11：30

🌸要申込 ￥要参加費 ※未就園児は保護者同伴

【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
10：30～12：00
・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】
・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】
・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

※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

【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
・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
・瑞穂えだまめキッズ
（双子・三つ子の会） 10：30～11：30
・まぁぶる ９：30～14：30
（金曜日のみ12：00～17：00）
★いこいの家
・みずほにじいろ 9：30～12：30
（発達の遅れが気になる乳幼児と
保護者の交流）
★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
※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

さらっこ♪について→お問い合わせ

さくらっこ♪ＨＰ

～ 企画申込 ～
※こすもす保育園
※軍水保育園エリア支援保育所
毎月第３木曜日
９時～１７時 電話 ８３３－５５００
１２時３０分～ 電話 ８３４－００８１

・英語でおはなし会

【お問い合わせ・連絡先】
つながる子育て にじいろ
08092669327
http://www.nijiiro.nagoya/iko
itenpaku.html

11:00～11:30

・学生ボランティアによるおはなし会14：00 ～15：00
★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

★瑞穂区役所
・さくらひろば🌸 10：15～11：30

瑞穂保健センター/子育て教室

名古屋市いこいの家てんぱくにじいろ・みずほにじいろ主催のサマーセミナーです。
お気軽に専門家のお話しが伺える機会となりますので、ご興味のある方、支援者の方もどうぞご
参加下さい。いずれの回も申込不要・参加無料てす。なお、親子でご参加いただけますが、託児
はありません。

●第２回 ８月１７日（金）10時から11時半
「こどもの見方・接し方」
講師：名古屋市中央療育センター 診療相談係 上島 聖良氏
場所：名古屋市ひばり荘

【幼児～小学校低学年】
★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～1歳児】
・ベビーマッサージ＆ママビクス🌸
※歩き出す前の子（２か月～１歳児）
①10：00～10：45 ②11：00～1145
【未就園児】
・キッズわんぱーく 10：00～11：30
【未就園児～小学生低学年】
・人形劇をみよう 10：30～11：30
【未就園児～小学生】
・バルーンアートに挑戦🌸 14：00～15：00
【乳幼児～高校生】
・カプランド 15：00～16：30
【幼児～高校生相当】
・金曜サロン～Kids Café～ 10：00～12：00 ￥50
★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

★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

ｈｔｔｐ：//ｓａｋｕｒａｋｋｏ．ｏｒｇ/

子どものことばや発達の遅れとは？

●第１回 ８月８日（水）10時から11時半
「言葉のおそいお子さんの家庭での言葉のかけ方｣
講師：ことばの相談室ホワイトベル 言語聴覚士 國島典子氏
場所：天白区生涯学習センター 視聴覚室

瑞穂図書館/ちいさいひとむけおはなし会（９日・23日）
瑞穂児童館/カプランド（16日）
瑞穂児童館/バルーンアートに挑戦🌸（23日）
※申込８月７日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
瑞穂児童館/「福祉会館交流事業」
金曜サロン～Kids Café～（17日）
内容：子どもスタッフがおもてなしをするカフェです
※チケットは9：30～販売 定員50人
瑞穂児童館/ベビーマッサージ＆ママビクス🌸（24日）
※申込８月10日10：00～直接/10:30～ＴＥＬ可
瑞穂図書館/学生ボランティアのおはなし会（25日）
瑞穂図書館/みんなのおはなし会（25日）
瑞穂生涯学習センター/ちいき文庫たからじま（11日・25日）

かぼちゃクラブ
瑞穂保健センター栄養士

○よちよち教室○
～ かぼちゃジャム ～
日時：９月３日（月） 午前10:15～11:30
会場：瑞穂保健センター
対象：およそ8か月～11か月までの児と
保護者
定員：先着20組
内容：親子のふれあい遊び、交流会
申込開始：８月13日（月）
申込先：子育て総合相談窓口
８３７－３２８５

赤ちゃんの本棚

（１人分材料）
かぼちゃ ３０ｇ、バター 小さじ１／２、
砂糖小さじ１／２
（作り方）
①かぼちゃは皮を取り除いて薄切りに
し、やわらかくなるまでゆでる。
②ザルにあげ、水気をとばし、あたた
かいうちに、バターと砂糖を加えつぶす。

名古屋市瑞穂図書館

八木

はだしになっちゃえ
小長谷清実／ぶん サイトウマサミツ／え 福音館書店

とまとさんがね・・

立っていられないほど熱い砂浜に、ひんやりした波打ち際。
そして、波が引けばくすぐる、砂の感触。
ページをめくると、たちまち海の思い出が足の裏の記憶を通してよみ
がえります。

とまとさんと、とまとさんがきりりとまげをむすんでおすもうさんになりまし
た。「はっけよ～い、のこった！」力いっぱいぶつかったら、ぶにょぶにょ
ぶにょ…。こんなにつぶれては、だれにも食べてもらえません。
そこに「しんぱいごむよう！」とやってきたのは？

とよたかずひこ／さく・え 童心社

（民生委員児童委員連盟瑞穂区支部後援)

