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ホール

人気大道芸人はなまる＆ASUKAの「TEAMパフォ
ーマンスラボ」。バランス芸にバルーンアート、な
にが起こるかはお楽しみに！

①11:00 ～ 11:45
②14:00 ～ 14:45（開場各回 30分前）

時間

開演 1時間前から本館玄関前のテントで
入場整理券を配付（定員となり次第終了）

参加方法

はなまる＆ASUKAの
特盛！！！パフォーマンス

5.3.tue
5.4.wed

各回 150名定員

調理の部屋

①10:30 ～ 11:30　②13:30～15:30時間

時間内自由（入替制※入室人数に制限あり）参加方法

コーヒー豆を再利用！
カードづくり＆おりがみ deドーナツアート
「染めて！吊るして！五感あそび」

5.4.wed
のみ

みんな対象

5月号5月号
MayMay 20222022MayMay 20222022

かっぴー ひらら ぷるぷる

とだがわこどもひろばとだがわこどもひろば5.4.wed
5.3.tue

5.5.thu

わくわくの３日間♪

ホール

笑いとおどろきがいっぱい♪おもしろ・ためになる科学
実験ショー !!

①11:00～11:30　②13:30～14:00　③15:30～16:00（開場各回 30分前）時間

開演1時間前から本館玄関前のテントで入場整理券を配付（定員となり次第終了）参加方法

クラウン潤の
サイエンスパフォーマンスショー
～こんな実験みたことない！！～

5.5.thu
のみ

p . 2に
続きます！

各回 150名定員

園内をお散歩しながらクイズに挑戦！いくつ解けるかな？
10:00～15:30時間

正面玄関前のテントでラリーカードをもらおう！参加方法

とだがわクイズラリー5.3.tue～

5.5.thu

屋外

①10:00～11:30　②13:30～15:30時間

３才～未就学児対象

時間内自由参加方法

くるくるこいのぼり5.3.tue～

5.5.thu

創造の部屋・幼児
小学生以上対象

①10:00～11:30　②13:30～15:30時間

時間内自由参加方法

ガチャガチャカプセルこま5.3.tue～

5.5.thu

創造の部屋・児童

10:45～12:00時間

マスク、エプロン、手拭きタオル持ち物

小学生以上の児童　20名対象

開始 30分前にエントランスにて整理券配付持物参加方法

こどもクッキング
「食パンのフロランタン」

5.3.tue
のみ

調理の部屋

親子で参加できる楽しいイベントいっぱい！ とだがわこどもランドニュース「トコラ」

TOKOLATOKOLATOKOLATOKOLA
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントを中止または延期・一部変更する場合があります。※参加費が書かれていないものは、すべて無料です。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントを中止または延期・一部変更する場合があります。※参加費が書かれていないものは、すべて無料です。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントを中止または延期・一部変更する場合があります。※参加費が書かれていないものは、すべて無料です。※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、イベントを中止または延期・一部変更する場合があります。※参加費が書かれていないものは、すべて無料です。

かっぴー・ひらら・ぷるぷるの
パネル撮影会もあります！
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保護者向け
イベント
保護者向け
イベント
保護者向け
イベント
保護者向け
イベント
5.19.thu

おしゃべりひろばスペシャル
保育案内人がやってくる♪

乳幼児とその保護者対象10:30～11:30時間

開始５分前に入室参加方法

南陽支所「保育案内人」共催10組定員

保育園入園受付の手続きのお話しや、子育て支援施設の情報がき
けます。

5.24.tue Gボールでエクササイズ

①10:00～10:45（ハイハイ児連れ）　②11:00～11:45（歩ける子連れ）　時間

０,１歳児のお母さん対象

AYAKA（日本Gボール協会認定グループインストラクター）講師

４月 22日（金）午前９時から電話または来館にて申込み。（先着順）参加方法

多目的室場所各回 10組 20名定員

お子さま連れでできる産後に負担のないエクササイズです。

5.26.thu
おしゃべりひろばスペシャル
「0･1･2 歳の栄養のお話」

10:30～11:30時間

子育て中の保護者対象

お子さんのお気に入りのおもちゃ持ち物

港ユニットエリア支援保育所共催

開始５分前に入室参加方法

多目的室場所

10組程度定員

お子さまは遊びながら、保護者の方はおしゃべりしながら、子育
てのヒントに触れる交流会です♪

多目的室

※コロナウイルス感染拡大状況により内容が変更になる場合がございます。

5.5.thu
のみ
「ストップ！子ども虐待」
オレンジリボンキャンペーン　

10:00～15:00時間

名古屋市子ども青少年局　子ども福祉課共催

自由参加。定員になり次第終了参加方法

先着 300名定員

アンケートに答えてオリジナルのグランパスくんグッズを
ゲットしよう！

こどもの日をあそぼう！5.3.tue～

5.5.thu

①10:00～11:30　②13:30～15:30時間

自由　入場制限する場合あり参加方法

こどもの日にちなんだ遊びを楽しもう！

屋外家族で遊ぼう! 
プレーパーク♪

5.3.tue～

5.5.thu

10:00～15:00　※雨天中止時間 時間内自由参加参加方法

コマ回しやけん玉などの昔遊びや缶釣り、玉入れなどい
ろいろなあそびで家族やお友だちと元気に遊ぼう！
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まだまだ続くよ！GW

調理の部屋場所

①11:00～11:40
②14:00～14:40
　（開場各回 30分前）

時間

150 名定員

ホール場所

ホール前にて 45分前から整理券配布。
定員になり次第受付終了。

参加方法

ソプラノ　今村千波　バイオリン　齋藤明子
ホルン　杉浦美紀　　ピアノ　沢本くるみ

出演者

4月16日（土）午前9時から電話にて受付（先着順）参加方法

13:00～14:30時間

４才～小学生対象

ごはんのあかり講師

15名の子どもとその保護者定員

5.28.sat こどもの相談（個別相談／個室対応）

10:00～13:00時間

4月 16日 ( 土 ) 午前９時から電話にて予約受付
※相談時間は 30分です。時間指定できないことがあります。

参加方法

会議室場所

青山みどり ( 臨床心理士 )相談員

お子さんのことでお悩みでしたら気軽にご相談ください。子育て
全般・出産前の相談もお受けします。児童福祉・心理の専門相談
員がお応えします。

5.7.sat
「３１５０しょくどうプレゼンツ」
教えて！わしょくごはん
～お野菜編～

室内楽グループ･ブリーズロックの
母の日コンサート5.8.sun

ご家族と素敵な音楽を聴いて過ごしましょう！

野菜ってどうして食べたほうが良いの？？
ワークやクイズで学んだ後、野菜の苗植えをします。

調理の部屋

10:30 ～ 11:30時間

開始 30分前にエントランスにて整理券配付参加方法

戸田川緑地管理センター共催
食べ物の不思議講座
「おうちで育てる種植え体験～えだまめ編」

5.5.thu
のみ

児童とその保護者　20名対象

にじいろ農園場所



3

乳幼児向け
イベント
乳幼児向け
イベント
乳幼児向け
イベント
乳幼児向け
イベント 赤ちゃん～入学前向け対象

11:00～11:30時間 開始 15分前から整理券配布。定員になり次第受付終了。参加方法

ホール・30名場所・定員

ピアノに合わせて手遊びやリズム遊びを楽しみましょう♪

日程 5/12（木）
5/13（金）
5/19（木）
5/20（金）
5/26（木）
5/27（金）

佐藤真祐子・上林　絵美
田中　陽恵・風　カオル
大島　京子・梶原　悟江
児玉　七重
鈴木　梨珠・溝口　彩子
服部　里美・服部　薫子

ピアノとあ・そ・ぼthu･fri

5.21.sat 親子にこにこひろば

赤ちゃん～入学前向け対象

①10:00～10:45　②11:00～11:45時間

各回開始 30分前から整理券配布。定員になり次第受付終了。参加方法

ホール（30名）又は多目的室（20名）場所･定員

大須賀達子講師

体あそびや大型絵本など盛りだくさん！

作ったお花をプスプス挿して、気分は華道家！

紙筒を折ったり切って、カラフルなレンズを
つけて楽しみましょう！

日程 テーマ

4 才～小 2対象

午前 10:00～11:30/ 午後 13:30～15:00時間

開始 30分前からエントランスホールで先着順にお子様
本人に整理券を配布
※金額表示のないものは無料
※入室時マスク必着

参加方法

創造の部屋（幼児コーナー）場所

定員
12名

日程 テーマ 講師講師

幼児から小学校低学年を対象に簡単にできる工作ワークショ
ップを開催します。

工作イベント

※３歳以上

50 円

50円

参加費参加費

土・日・祝日
創造の部屋

入学前のお子さん対象

自由（時間内参加可・入場制限あり）参加方法

お子さんの身長を測定して成長を記録しよう！

身長測定会
5.10.tue
5.13.fri

～

10:00～12:00時間

創造の部屋 ( 幼児 )     場所

①10:00～11:30　②13:30～15:00時間

時間内自由参加方法 ３歳～小学２年生対象

コースター風車をつくろう5.1.sun

小松原揚子講師

5.22.sun
5.21.sat 作って楽しむ♪

カラフルレンズの双眼鏡

マホナオ講師

5.15.sun プスプスいけばな

5.14.
21.sat
28. みんなでみよう！かみしばい！

15:00～15:20時間

開始 30分前から整理券配布。定員になり次第受付終了。参加方法

多目的室場所

入学前～小学校低学年対象 30名定員

NEW

NEW

１日 ( 日 )

3 日 4日 5日 ( 祝 )

７日(土)８日(日)

14 日 ( 土 )

15 日 ( 日 )

21日(土)22日(日)

28日(土)29日(日)

ー

整理券不要

ー

安藤　元美

マホナオ

小松原揚子

ー

青色の囲みのものは下に写真あり！

5.31.tue あおぞらオノマトペ音楽隊

10:30～11:00時間 先着 10組（雨天時先着８組）定員

テラス（雨天時は創造の部屋）場所未就学児とその保護者対象

開始 30分前から創造の部屋（幼児）前で整理券配布
※絵の具を使用します。汚れてもいい服装でご参加ください

参加方法

今回は『ペタペタ』がテーマ。青空の下で身体をいっぱい動かそ
う！芝生でふかふか、赤ちゃんも安心です♪

①10:00～12:00　②13:00～16:00時間 自由参加方法

●今月は ちょうちょ をかざろう
こどもランドにみんなが作った作品をかざるよ！

みんなでかざろう5月
平日のみ
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5 組定員10:30～11:15時間

5/18・25・６/15・22・29 （水）日程

４月 20日（水）９時から電話あるいは来館にて申込み参加方法

鈴木梨珠（日本音楽療法学会認定音楽療法士）講師 多目的室場所

障がいのある又は発達に不安のある未就学児とそのお母さん（手帳はなくても可）対象

5.18.wed～
音楽療法
ドレミくらぶ

音楽の持つ力を使って、心身の発達をサポートします。

コースター風車をつくろう　※3歳以上　整理券不要

【こどもひろば】くるくるこいのぼり　(P1 を見てね）

母の日プレゼント！プラ板手形キーホルダー

ビーズのマスクチェーン

プスプスいけばな

作って楽しむ♪カラフルレンズの双眼鏡

トコトコアニマルをつくろう
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木曜恒例のプレーパークが、「三井ショッピングパーク　ららぽ
ーと名古屋みなとアクルス　屋外イベントスペース　デカゴン」
に出張します！
こま回しやけん玉などの昔遊びの他、幼児向けの工作コーナーで
も遊べます！

ファミリー向け
イベント
ファミリー向け
イベント
ファミリー向け
イベント
ファミリー向け
イベント

児童向け
イベント
児童向け
イベント
児童向け
イベント
児童向け
イベント

参加費テーマテーマ 参加費日程 講師

小 1～中 3対象

午前 10:00～11:30/ 午後 13:30～15:00時間

開始 30分前からエントランスホールで先着順に
お子様本人に整理券を配付
※金額表示のないものは無料
※入室時マスク必着

参加方法

創造の部屋（児童コーナー）場所

定員
16名

日程 講師

小・中学生を対象に簡単にできる工作ワークショップを開催し
ます。親子で参加できる伝統工芸、「押花教室」、「七宝焼教
室」もあります！

工作イベント
土・日・祝日
創造の部屋

5.7.sat
5.8.sun

母の日に贈ろう
「フォトフレーム」

時間内自由参加参加方法

5.27.fri おでかけかっぴー＠デカゴン

11:00～16:00時間

大好きなお母さんに、心をこめてつくった
フォトフレームをプレゼントしましょう！

クラフトバンドでかっぴーをつくろう　整理券不要

【こどもひろば】ガチャガチャカプセルこま

母の日に贈ろう「フォトフレーム」

マイコースターをつくろう！

【親子押花教室】押花のキーホルダーをつくろう

【親子七宝焼教室】ブローチ・マグネット

青色の囲みのものは下に詳細あり！

１日 ( 日 )

3日4日5日(祝)

７日 ( 土 )８日 ( 日 )

14日(土)15日(日)

21日(土)２2日(日)

28日 (土 )29日 (日 )

ー

　整理券不要

ー

ー

森　代司江

柳下 久美子

ー

（P1を見てね）

150円

ー

200円

500円

5.1.sun
【屋外企画】
とだがわたんてい団
～かくれた文字を見つけ出せ～

みんな対象

10:00～15:30時間

時間内自由参加（エントランスにてカード配布します）参加方法

屋外(受付：エントランス)※雨天時屋内場所

園内に隠れたひらがなを見つけ出して謎を解きましょう。

①13:15～13:50　②14:15～14:50　③15:15～15:50時間

みんな対象各 9組定員

ホール場所

各回開場 15分前に整理券配布参加方法

シンプルな木の積み木「カプラ」で、色々な
ものを作ってみましょう。

カプラであそぼう5.1.sun

ホール前にて 45分前から整理券配布。定員になり次第受付終了。参加方法

5.22.sun
「Fa r be 特別企画」
出張Ｌｅｔ’ｓ ｐｌａｙ！！

14:00～14:30（開場 30分前）時間

みんな対象 ホール場所

150 名定員

Farbe 実行委員会出演者

親子で楽しめるクラシックコンサート♪
楽しい手遊び歌や生演奏を間近で体験しよう！

5.28.sat
5.29.sun

【親子七宝焼教室】
ブローチ・マグネット

柳下久美子講師

金属の表面にガラス質の釉薬をのせて焼き付けま
す。季節のブローチ・マグネットも作れます。

5.21.sat
5.22.sun

【押花教室】
押花でキーホルダーをつくろう

森代司江講師

生花を使い、レンジで押花作りをして、
かわいいキーホルダーを作ります。

5.14.sat
5.15.sun

マイコースターを
つくろう！

自分で描いた絵がかわいいコースターにな
ります。

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 5 .とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 5 .
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４月 23日（土）午前 9時から電話か来館にて申込み。（先着順）参加方法

マスク・エプロン・スリッパ・手拭きタオル持ち物 1人 300円参加費

※保護者1名につきお子様2名まで。※乳幼児等参加者以外の入室は不可
※クッキングの中から1家族につき1つの企画のみ。
※テーブル・グループ指定不可。※ご家族以外の代理受付はできません。

母の日・アレルギー・収穫クッキング参加方法

定員
28名

クッキングイベント 日・祝日
調理の部屋

クッキング
10:00～12:30/4才～

10:00～12:30時間

５月13日（金）締切日

４月21日（木）午前9時から来館にて参加費を添えて申込み。（先着順）参加方法

糟谷晶美講師

800円（託児込）参加費

幼児とその保護者対象

5.20.fri 幼児食生活教室「お家でファストフード気分♪」

調理の部屋場所

10組定員

調理しながら幼児期の食生活のお悩み、一緒に解決していきましょう！

子育て中の方の交流会です♪パンを作ってお友だちもできるかも!?

『ライスバーガー・ひじきのサラダ・ブルーベリーシェイク』

★調理中はお子様を託児し、食事は親子で一緒に楽しみます。

10:00～12:30時間

５月 18日 ( 水 )締切日

４月21日（木）午前9時から来館にて参加費を添えて申込み。（先着順）参加方法

500円（託児別途500円）  参加費

黒宮生美子講師

5.25.wed 子育て中の方の手づくりパン教室

調理の部屋場所21名(託児先着10名)定員

子育て中の方対象

『カップロール』

★調理中はお子さんを託児し大人だけで楽しみます。

鈴木良武講師

5.29.sun
戸田川緑地管理センター共催
季節の野菜の収穫クッキング（じゃがいも）

季節の野菜を収穫しておいしく食べよう♪

※収穫は緑地園内で行います。遅刻されると収穫できません。
※悪天候や生育不順により収穫できない場合があります。

『マッシュポテトとひき肉のグラタン・黄桃のヨーグルトゼリー』

緑区栄養士連絡会　※お母さん以外の保護者の方の参加もOKです。講師

5.8.sun 母の日クッキング

～お花いっぱいメニュー～『カラフルカレーライス・ブーケサラダ・水ようかん』

お母さんといっしょにクッキング♪ありがとうの気持ちを伝えよう！

塩麹でお肉が柔らか♪

鈴木良武講師

5.15.sun アレルギークッキング

『塩麹チキン・豆腐白玉ポンチ』※７大アレルゲン除去メニュー

10:00～11:00時間

名古屋ヤクルト販売㈱講師 ５月 6日（金）締切日

5.13.fri 乳児食生活教室「赤ちゃんの腸内細菌を整えるのは今！」

会議室場所

４月 21日（木）午前 9時から電話か来館にて申込み。（先着順）参加方法

乳児とその保護者対象 10組定員

★講義のみで調理・試食はございません。お子様と一緒にご参加いただけます。

離乳食完了期（12～18ヶ月）の基礎を学びます。

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 5 .とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 5 .

5.7.sat 初夏の昆虫観察

13:30～15:30（雨天中止）時間

４月24日（日）午前9時から事務室にて先着順に受付。
電話申込は午前10時から受付。※申込者以外の参加はできません。

参加方法

小学生以下とその保護者対象

20名定員

戸田川緑地園内（とだがわこどもランド本館正面玄関前集合）場所

園内を歩いて初夏の昆虫を観察してみましょう。

戸田川緑地管理センター共催

こどもランド「ひつじエリア」に本物のヒツジがやって
きた！！ということで、㈱青空さんご協力の元、移動動
物園を開催しました。
子どもたちはヒツジさん、ヤギさんのエサを引っ張る強
さや、間近で見る迫力に驚きながらも、モコモコな毛触
りを楽しんでいました。保護者の方を虜にしたのは「金
運が UP します！」という蛇さん。悲鳴を上げながらも
蛇を首に巻く勇姿がステキでした！！
㈱青空の皆様と動物さんたち、ありがとうございました。

Photo by 島尻るりこ（ヒツジ、タカ）

NEW
【移動動物園】こどもランドに
本物のヒツジがやってきた！！を

開催しました！

【移動動物園】こどもランドに
本物のヒツジがやってきた！！を

開催しました！

3月1
2日

（土
）



社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会管理・運営管理・運営

地域子育て支援拠点

休  館  日／毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は直後の平日）
 12月29日～１月３日
開館時間／９：00～18：00（４月１日～９月30日）
　　　　　９：00～17：00（10月１日～３月31日）
●駐車場無料（戸田川緑地のおまつり期間中は有料 １回500円）
※園内は全面禁煙となっております。ご協力お願いいたします。
■2022年4月20日　5,500部発行

〒455-0873
名古屋市港区春田野一丁目3616番地
TEL.052-304-1500  FAX.052-304-1501

おしらせ

5月のカレンダー
 月 火 水 木 金  土 日 日

お休み

お休み

お休み

お休み

お休み

創造の部屋イベント p.3,4

その他乳幼児
クッキング工作

Gボールでエクササイズ p.2

おしゃべりひろばSP p.2

おしゃべりひろばSP p.2

おでかけかっぴー p.4 ごろんごろんアート会 p.6

ごろんごろんアート会 p.6

みんなでみよう！かみしばい p.3

みんなでみよう！かみしばい p.3

みんなでみよう！かみしばい p.3

親子にこにこひろば p.3

工作：パッチンかえるをつくろう（幼児）/牛乳パックブーメラン（児童）
みんなでかざろう（ちょうちょ） p.3

創造の部屋イベント p.3,4

創造の部屋イベント p.3,4

創造の部屋イベント p.3,4

母の日クッキング p.5

収穫クッキング p.5

アレルギークッキング p.5

手づくりパン教室 p.5

教えて！わしょくごはん p.2
初夏の昆虫観察 p.5

こどもの相談 p.2

母の日コンサート p.2

出張!Let's play!!p.4
ドレミくらぶ p.3あおぞらオノマトペ音楽隊 p.3

ドレミくらぶ p.3

ふくはる子育てサロン

みんなでかざろう（ちょうちょ） p.3

プレーパーク

カプラであそぼう p.4
とだがわたんてい団 p.4

工作：きせかえ人形をつくろう（幼児）/ステンドグラスのしおり（児童）

みんなでかざろう（ちょうちょ） p.3
工作：かえるをつくろう（幼児）/紙テープこま（児童）

プレーパーク

創造の部屋イベント p.3,4

ピアノとあ•そ•ぼ p.3

ピアノとあ•そ•ぼ p.3

ピアノとあ•そ•ぼ p.3

プレーパーク 乳児食生活教室 p.5

幼児食生活教室 p.5

みんなでかざろう（ちょうちょ） p.3

みんなでかざろう（ちょうちょ） p.3

身長測定会 p.3

泳げ！ こいのぼり
おしらせ

泳げ！ こいのぼり
4月なかばから5月なかばまで、園内及び館内にてこいのぼりの掲揚を行っています。
全部で何匹いるか、ぜひ数えてみてください！

詳しい参加方法はHPをご覧ください詳しい参加方法はHPをご覧ください http://todagawa.jp/

●プレーパーク：毎週木曜午後２時～5時 30分じゃぶじゃぶ池横。自由参加。参加費無料。
●平日の工作は、児童は小学生以上、幼児は 3才以上が対象。午前 10時から午後 4時まで。
（正午から午後 1時まではお休み）自由参加。参加費無料。
※全ての企画について、参加の際は必ずマスクの着用をお願いします。
※行事予定は変更になる場合がございます。必ず来館前にHPをご確認ください。

SNS更新中

土

とだがわこどもひろば p.1･2

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 5 .とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 5 .

5.10.tue
5.28.sat ごろんごろんアート会

今月のテーマは『母の日父の日ありがとうアート』

会議室場所 開始15分前より配布の整理券をお取りください。参加方法

10日（火）10:00 ～ 11:30 ／ 28日（土）14:00 ～ 15:30時間

3 0

1 71 6 2 22 11 9 2 01 8

2 4

3 1

2 6 2 7 2 8 2 92 5

875 64

1 51 41 2 1 31 1

1

2 3

9

32

1 6

2 3

3 0

9

2

月

1 0

8

1

43 7

1 51 4  

2 22 1

2 92 8

★工作：パッチンかえるをつくろう ( 幼児 ) /
牛乳パックブーメラン（児童） 

★工作：クルクルリボン ( 幼児 ) /
ストローブレスレット（児童） 
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