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かっぴー ひらら ぷるぷる

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。

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）

離乳食完了期（5～11ヶ月）の基礎を学びます。
乳児とその保護者対象 10組定員 ６月 16日（木）締切日

10:00～11:00時間 会議室場所

5月 19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

名古屋ヤクルト販売㈱講師

★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。
　申込時にぴよか・はぐみん等提示でオリジナルグッズプレゼント

乳児食生活教室
「便秘について」6.24.fri

日ごろの食生活の悩み事、一緒に解消していきましょう！

★調理中はお子さんを託児し、できた料理はお子さんと一緒に食べます。
　申込時にぴよか・はぐみん等提示でオリジナルグッズプレゼント

幼児食生活教室
「鶏肉とコーンののり塩つくね･かき卵スープ･ごはん･バナナのスイートソテー」

6.17.fri

幼児（２～３才児）とその保護者対象

10組定員800円（託児込み）参加費 ６月９日（木）締切日

10:00～12:30時間

調理の部屋場所 緑区栄養士連絡会講師

5月 19日（木）午前 9時から来館にて申込み。（先着順）参加方法

子育て中の方対象10:00～12:30時間

★調理・食事中はお子さんを託児し大人だけで楽しみます。

21名（託児先着 10名）定員

調理の部屋場所

500円（託児別途 500円）参加費

仙田佳代子講師

5月 19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

６月７日（火）締切日

子育て中の方の手づくり教室
～リフレッシュなひとときを～
「エディブルフラワーを使ったお花のゼリー・フレッシュハーブティー」

6.15.wed

10 組定員

南陽支所、港ユニット保育園エリア支援保育所共催

10:30～11:30時間 開始５分前に入室参加方法

0～1歳児とその保護者対象

6.30.thu おしゃべりひろばスペシャル「どろんこあそび♪」
土あそびは五感を刺激します！「すなば」であそびながらお話しましょ♪

パパの子育て応援企画パパフェス♪
（応援拠点はみんぐ共催）6.25.sat

ママへ、パパへ、子どもへなど感謝の気持ち、
普段伝えていない気持ちをメッセージに書こう♪

～あそびと子育ての情報交換～
「パパの本音も聞かせて！交流会」A

13:00～14:15時間

０～３歳までの乳幼児とそのパパ　12組対象

5月13日（金）午前10時から電話・窓口にて申込み。（先着順）参加方法

多目的室会場 ファザーリングジャパン講師

ありがとうの木B

①10:00～11:30　②13:00～15:00時間

とだがわこどもランドエントランス、もぐぱくマーケット会場場所

6.4.sat あいちおもちゃクリニック～こわれたおもちゃ持っといで～

10:00～15:00時間

無料　＊部品代は実費参加費

≪治療できないおもちゃ≫
電子ゲーム機、家電製品、部品をメーカーから取り寄せるもの等
※入院した場合のおもちゃの退院日は 8月 6日（土）予定です。

みんな対象 壊れたおもちゃ持ち物

自由　※参加者多数の場合は制限あり参加方法会議室場所

壊れてしまったおもちゃを、ドクターが治療します。
壊れたおもちゃを持って相談に来てね。

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・出産を控え
る方の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。

10:00～13:00時間 会議室場所

5月 28日 ( 土 ) 午前９時から電話・窓口にて予約受付
※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

朝倉まり子（臨床心理士）相談員

こどもの相談
（個別相談／個室対応）6.22.wed

6.12.sun すくってあそぼう～ポイすくい名人は君だ！！～

①10:00～10:30　②11:00～11:30　③13:30～14:00　④14:30～15:00時間

みんな対象

各回開始 30分前よりエントランスにて整理券配布参加方法

本館西側屋外場所各回 20名定員

水に浮かぶおもちゃをいくつすくえるかな ??
目指せ !! ポイすくい名人☆

10:00～11:00時間多目的室場所

子育てグッズゆずっちゃお6.23.thu

不要になった子ども服や絵本、玩具、育児グッズなどを先輩ママが育
児経験談とともにお譲りします。いろいろ質問しながらありがたく譲
っていただきましょう☆

譲ってくれる方募集！！
5名定員

来館又は電話　＊当日は参加できないけど、子ども服譲れますという方もお待ちしております申込

子ども用品を譲ることのできる 20歳以上の方対象
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赤ちゃんから入学前の子とその保護者対象

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

ピアノにあわせて手遊びやリズム遊びを楽しみましょう♪

日程 6/2（木）
6/9（木）
6/10（金）
6/16（木）
6/17（金）
6/24（金）

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

ピアノとあ・そ・ぼthu･fri

4 才～小 2対象

10:00～11:30/13:30～15:00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、保護者の付添は 1名のみ

参加方法

創造の部屋（幼児コーナー）場所

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。

日程 テーマ 参加費日程 テーマ 講師講師参加費

定員
12名工作イベント 土・日・祝日

創造の部屋

４日(土) ５日(日)

11 日 ( 土 )

12 日 ( 日 )

18 日 ( 土 )

19 日 ( 日 )

25日(土)26日(日)

―

安藤　元美

小林　広恵

山田　咲子

―

半田　丈直

クルクルうでどけい　※３歳から　整理券不要

走れ！ワンボックスカー

魔法使い見習いの「うごくまほうせいぶつ」

ふしぎな模様であそびましょう♬

父の日プレゼント！プラ板手形キーホルダー　50円

親子でおりがみ～かたつむり・かさ～　※親子参加 8家族

紫色の囲みのものは写真あり！

３歳～小学２年生対象 時間内自由参加参加方法

クルクルうでどけい6.4.sat
6.5.sun

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
6.7.tue
6.10.fri

～

10:00～12:00時間

創造の部屋 ( 幼児 )     場所

０･１歳の親子対象

自由 ( 時間内いつでも参加可・入場制限あり )参加方法

０・１歳向け工作
親子でつくろう「あじさい」

6.7.tue
6.10.fri

～

①10:00～12:00　②13:00～14:30時間

創造の部屋（児童）   場所

４歳～小学２年生の子とその保護者対象

【親子でおりがみ】
～かたつむり・かさ～

6.25.sat
6.26.sun

～

各回８家族定員 半田丈直講師

山田咲子講師

自由参加方法

●今月は かさ 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！

クレヨンでカラフルに描いたものを切って、割ピンで
たくさんつないで、不思議なせいぶつを作ります！

絵の具をのせて、できた形は何に見える？付け足
して描いた自分だけの作品を見つけてみよう！

梅雨の季節にぴったりなおりがみです
かさは親子で１つ折ります!!

みんなでかざろう6月
平日のみ

6.18.sat
ふしぎな模様で
あそびましょう♪

小林広恵講師

6.12.sun
魔法使い見習いの
「うごくまほうせいぶつ」
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6.18.sat 親子にこにこひろば

①10:00～10:40　②11:00～11:40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

多目的室（20名）又はホール（30名）　※子ども一人に対し、大人一人まで場所･定員

未就学児とその保護者対象

体あそびや大型絵本など盛りだくさん！

各回 10組定員

①10:00 ～ 10:45　②11:00～11:45時間

５月 20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

中村敬子（マタニティフィットネス協会インストラクター）講師

多目的室場所

２ヶ月から歩き始める前のお子さんとお母さん対象

6.3.fri
ハッピーふれあいタイム
ベビーマッサージ＆ママビクス

触れ合うことで赤ちゃんもママもハッピーな気持ちになれるベビー
マッサージと産後の体を引き締めるママビクスを紹介。

各回10組 20名定員

AYAKA（ヨガ＆セラピー協会　代表理事）講師

①10:00～10:45（親子の触れ合いヨガ）　
②11:00～11:45（ママの骨盤矯正ヨガ）

時間

５月 20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

①０～２才児とそのお父さん又はお母さん
②出産を経験したお母さん（お母さんのみでも可、お父さんの入室は不可）

対象

6.11.sat はっぴーヨガ
ヨガで身体をほぐし、心身ともにリフレッシュしましょう♪

NEW
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日程 メニュー 講師日程 メニュー 講師

５日（日）
　

12日（日）

26日（日）

アン料理教室

黒宮生美子

鈴 木 良 武

＜大切にしたい日本の食＞
～大豆からできている食材を知ろう～
豆腐作り・出汁から作るお味噌汁
油揚げの甘辛煮のいなり寿司

＜みんな大好き和のパン＞
抹茶大納言・セサミポンデ

＜メキシコ風の沖縄料理をつくろう♪＞　
タコライス・チョコクランチ

5月 21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。
※親子クッキング・父の日クッキングの中から1家族につき1つの企画
のみ。
※乳幼児等参加者以外の入室は不可
※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。

親子クッキング・父の日クッキング参加方法

6.12.sun
父の日に贈ろう
「お父さんキーホルダー」

大好きなお父さんに心を込めてコルクで作った
キーホルダーを贈りましょう♪

定員
28名

親子クッキング
10:00～12:00/4才～

クッキングイベント
日・祝日
調理の部屋

原田省平講師 500 円参加費

森林を守る　バナナくらぶ講師 100円参加費

6.19.sun 父の日クッキング

お父さんへ日頃の感謝を込めてつくろう！

「手打ちうどん（肉汁うどん）・いちごわらび餅」

４歳以上の子どもとその保護者（お父さん以外の保護者の参加も可能です。）対象

10:00 ～ 12:30時間服部しげこ講師

6.4.sat
11.sat
18.sat 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

小 1～中 3対象

10:00～11:30/13:30～15:00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、保護者の付添は 1名のみ

参加方法

創造の部屋（児童コーナー）場所

定員
16名

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。親子でできる体験も充実♪今月は３種類！

工作イベント
土・日・祝日
創造の部屋

紫色の囲みのものは下に詳細あり！

6.18.sat
6.19.sun

【親子紙すき体験】
バナナではがきをつくろう

バナナの茎のチップを使って、世界で１枚の
はがきをつくりましょう！
バナナクイズもあります！

6.4.sat ソーマトロープをつくろう

２つの絵が１つに重なって見える、目の錯覚を利用した
おもしろいソーマトロープをつくってみましょう！

NEW

6.11.sat
【親子陶芸教室】
親子で陶芸を楽しもう！

土と戯れながら自分の作りたいものを自由に作りましょう！

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 6 .とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 6 .

6.3.fri ちびっこ運動ひろば

①10:30～11:00　②11:30～12:00　③14:30～15:00時間

各回 10分前から整理券配布参加方法

ホール場所未就学児親子対象 各回 12組定員

6.29.wed 中高生世代の居場所づくり事業「とだがわミーティング」

16:00～17:30時間

開始５分前入室参加方法

多目的室場所

10名定員中高生世代のみなさま対象

～みんなのやりたい企画を考えるミーティング♪はじめます～

トランポリンやトンネルを使って、親子で元気に遊びましょう。

日程 テーマ 参加費日程 テーマ 講師講師参加費

４日 ( 土 )

５日 ( 日 )

11 日 ( 土 )

12 日 ( 日 )

18日(土)19日(日)

25日(土)26日(日)

―

グループ竹とんぼ

原田　省平

―

バナナくらぶ

柳下久美子

―

500円

100 円

500 円

ソーマトロープをつくろう　※整理券不要

段ボール・シューター

【親子陶芸体験】親子で陶芸を楽しもう

父の日に贈ろう「お父さんキーホルダー」

【親子紙すき体験】バナナではがきをつくろう

【親子七宝焼教室】ストラップ・ペンダント



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5月20日　5,300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

6月のカレンダー
 月 火 水 木 金  土 日 日

お休み

お休み

お休み

幼児食生活教室 p.1

その他乳幼児
クッキング工作

子育て応援企画パパフェス♪ p.1

みんなでみよう！かみしばい p.3
はっぴーヨガ p.2

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.2

ベビーマッサージ＆ママビクス p.2
ちびっこ運動ひろば p.3

★工作：たなばたかざりをつくろう②（幼児）/七夕飾り（児童）

創造の部屋イベント p.2・3

創造の部屋イベント p.2・3

創造の部屋イベント p.2・3

創造の部屋イベント p.2・3

父の日クッキング p.3
手づくり教室 p.1

親子クッキング p.3

親子クッキング p.3

親子クッキング p.3

プレーパーク

おもちゃ病院 p.1

すくってあそぼう p.1

こどもの相談 p.1

とだがわミーティング p.3

ゆずっちゃお p.1

みんなでかざろう（かさ） p.2

★工作：クルクルリボンをつくろう ( 幼児 ) ／ストローブレスレット（児童）

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
https://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

小学生以上対象

６月 1日（水）９時から電話又は
来館にて申込み

参加方法

団体の人数が少ない場合、
他の参加者と一緒になる場合あり。

注意事項

30名定員

夏休み期間右記の日にちの平日
10：00～ 11：30

日時

土

お休み ピアノとあ•そ•ぼ p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

みんなでかざろう（かさ） p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

ふくはる子育てサロン

乳児食生活教室 p.1
プレーパーク ピアノとあ•そ•ぼ p.2

プレーパーク
おしゃべりひろば p.1

プレーパーク

プレーパーク

★工作：てるてるぼうずをつくろう ( 幼児 )/ ピョンピョンカエル（児童）

★工作：たなばたかざりをつくろう①( 幼児 )/ ペットボトルキャップごま（児童）

★工作：ゆらゆらかたつむりをつくろう ( 幼児 )/ カラフルてるてるぼうず（児童）
みんなでかざろう（かさ） p.2

みんなでかざろう（かさ） p.2

★身長測定会 p.2
★親子工作 （あじさい）p.2

夏休み団体利用 受付開始夏休み団体利用 受付開始
学童や子ども会などの夏のイベントにおすすめ！
団体利用の場合、日替わりでいろいろな体験ができる工作教室に事前申し込みができます。

ー

50円

ー

ー

50円

100 円

月・日 企画内容 参加費月・日 企画内容 参加費

7 月 21・22・27日

28・29日

8月 10・12日

18・19日

23・24日

25・26日

キラキラレインボーステッキ

【フェルト工作】マトリョーシカ

スーパーボールをつくろう

スライムをつくろう

【ファイバークラフト】きょうりゅう

【フラワー教室】ペーパーフラワーのひまわりうちわ

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 6 .とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 6 .

みんなでかざろう（かさ） p.2

6.7.tue
6.18.sat ごろんごろんアート会

今月のテーマは『あめふりくまのこ』

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

7日（火）10:00 ～ 11:30 ／ 18日（土）14:00 ～ 15:30時間

ごろんごろんアート会 p.4

ごろんごろんアート会 p.4

2 12 0 2 62 52 3 2 42 2

1 21 19 1 08

1 91 81 6 1 71 5

542 31

1 3

76

2 0

2 82 7 2 92 7

1 3

6

月

1 4

54

1 21 1

1 91 8

2 62 5

3 0


