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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。

各回先着 35名　※子ども 1人につき保護者 1人まで定員

①11:00 ～　②11:45 ～　③12:30 ～時間 ホール場所

10:30 よりエントランスにて整理券配布。参加方法

こども食堂
「3150（さいこー）しょくどう」7.18.mon

ホール場所

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

各回 15分前に整理券配布参加方法各回9組（入替制）定員

7.16.sat
7.17.sun カプラであそぼう
200枚のカプラを使って作品づくりに挑戦！ 全国カプラ大会に応募できます。

7.13.wed あおぞらオノマトペ音楽隊

10:30～11:00時間 先着 15組（雨天時先着 8組）定員

未就学児とその保護者　※汚れてもいい服装でご参加ください対象

開始 30分前から創造の部屋（幼児）前で整理券配布。参加方法

テラス（雨天時は創造の部屋　雨天時のテーマ「てくてく」）場所

今回は『ひえひえ』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♪

２ヶ月から歩き始める前のお子さんとお母さん対象

①10:00～10:45　②11:00～11:45時間 各回10組（20名）定員

多目的室場所

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

６月 17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

ハッピーふれあいタイム
ベビーマッサージ＆ママビクス7.5.tue

ふれあ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。

4歳～6歳の子とその保護者対象

吉田茜・小坂井加代子講師

6月 17日（金）午前 9時から電話又は来館にて申込み。（先着順）参加方法

16:00～17:00時間

親子 20組 40名定員

ホール場所 お茶・タオル・室内用靴（かかとのあるもの）持ち物

リズム空手7.1.fri

空手の礼儀作法や型をリズムに合わせて体験しましょう！

7.23.sat
人形劇団むすび座公演
「スイミー」レオ・レオニ原作
「いくぞ！ヘッポコとうぞく団！」

①11:00～12:00　②14:00～15:00（開場各回 30分前）時間

各回開始１時間前より整理券配布。参加方法

ホール場所

各回先着 150名定員

みんな大好き「スイミー」の音楽人形劇！！透き通る海を元気に泳ぐスイミーをお届けします。
むすび座オリジナル公演「いくぞ！ヘッポコとうぞく団！」もあわせてお楽しみください。

7.27.wed みんなでフラ♡

10:30～11:30時間

開始 15分前から整理券配布。参加方法

ホール場所 先着 30名定員

ミリミリフラスタジオ　Setumi Mano講師

フラダンスを体験！ママもパパもキッズもアロハ気分で夏を楽しもう♪

7.30.sat
7.31.sun

水あそび×創造の部屋（幼児）
くじらのぴちゃぴちゃファーム

①10:00～12:00　②13:30～15:30時間

時間内自由参加　※天候により中止となる場合あり。参加方法

創造の部屋（幼児）およびテラス場所

３歳～小学２年生（水あそびは３歳未満も可）対象

創造の部屋で作った「ペットボトルじょうろ」で水あそびを楽しもう♪

東海マジシャンズクラブ出演者

7.24.sun びっくり！ふしぎなマジックショー！？
15:00～15:30（開場 30分前）時間

開始１時間前から整理券配布。参加方法

ホール場所

先着 150名定員

戸田川緑地中央地区場所

戸田川みどりの夢くらぶ協力

9:30～12:30(※小雨決行）時間

６月 18日（土）午前９時から窓口又は電話にて受付（先着順）参加方法

小学生とその保護者　合計 16名定員

7.10.sun 戸田川の森生き物さがし
生態園で水辺の生き物観察だ！ザリガニ釣り大会もします！

みんなでバルーンアートに挑戦してみましょう！
今回は「ヤシの木と犬」をつくります♪

①14:00～14:30　②15:00～15:30時間

３歳以上の子とその保護者対象

多目的室場所

伊藤　瑶講師 各回先着５組定員

各回開始 30分前から整理券配布。参加方法

バルーンアート教室7.10.sun
NEW

①10:00～12:00　②13:30～16:00時間

時間内自由参加（入場制限あり）参加方法

あっと驚く仕掛けも！？ お子さんも大人の方も挑戦してみてください。

巨大迷路に挑戦！7.29.fri
8.18.thu

～
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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

10 組程度定員

10:30～11:30時間 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協力開始５分前に入室参加方法

乳幼児室場所

7.14.tue おしゃべりひろば
絵本やおもちゃのあるひろばです。今回は保育士さんによる「子育
て中のスマホの使い方」のお話もあります。
子育ての不安や悩みもお気軽にご相談ください。

10組定員10:30～12:00時間

お子さんのお気に入りのおもちゃ持ち物

6月 18日（土）午前 9時から電話または来館にて申込
※予約で埋まらなかった場合、当日参加も受け付けます。

参加方法

多目的室場所

子育て中の保護者対象

7.20.wed ママ・パパたちの心の表現をとおして
臨床心理士による、ワークショップはじまります！子育て中は子ども中心。
今日は自分の気持ちに目を向けて、コラージュづくりでひと息つきませんか？

NEW

10:00～13:00時間

6月 22日 ( 水 ) 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 朝倉まり子（臨床心理士）相談員

7.27.wed こどもの相談（個別相談／個室対応）
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。

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
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赤ちゃんから入学前の子とその保護者対象 開始 15分前から整理券配布。参加方法

11:00～11:30時間

ホール
（先着 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 7/7（木）
7/8（金）
7/14（木）
7/15（金）
7/21（木）
7/22（金）

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

ピアノとあ・そ・ぼthu･fri

7.2.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。先着順。参加方法

多目的室（20名）又はホール（30名）　※子ども一人に対して大人一人まで場所･定員 大須賀達子講師

赤ちゃん～入学前の子とその保護者対象

体あそびや大型絵本など盛りだくさん！

7.10.sun コアキッズ体操

①10:00～10:45（2～3才）　②11:00～11:45（4～ 7才）時間・定員

6月17日（金）午前９時から電話または来館にて申込み。（先着順）
※親子共に長ズボン着用。ジーパン不可。

参加方法

AYAKA（日本コアコンディショ二ング協会認定コアキッズ体操普及員）講師

多目的室場所 ２～７才の子とその保護者 各回 10組（20名）対象

身体の土台を作るためのエクササイズ。親子で楽しく身体を動かそう！

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
※入室時小学生以上マスク必着、保護者の付添は 1名のみ

参加方法

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･夏休み
創造の部屋

２日（土）３日（日）
９日（土）
10日（日）

16日（土）～18日（祝・月）
21日（木）22日（金）
23日（土）
24日（日）

26日（火）27日（水）
28日（木）29日（金）
30日（土）31日（日）

―
安藤　元美
杉本美智子

―
―

HaNNaH
―
―
―
―

50円

１面を見てね

かわりえをつくろう
額ぶちに貝がらをかざろう
カラーホイル折り紙を貼ってつくろう！キラキラマグネット
カプセルアイスをつくろう　※３歳以上　※時間内自由参加
かっぴー・ひらら・ぷるぷるのペイントあそび　３歳～
HaNNaH先生と英語でクラフト！～マグネットアイス～
コケコッコーにわとりをつくろう
風船たいこをつくろう
光る筒をつくろう
水であそぼう！ペットボトルじょうろ　※３歳以上　整理券不要

ピンク色の囲みのものは写真あり！

創造の部屋（幼児コーナー）場所

３歳～小学２年生対象

カプセルアイスをつくろう7.16.sat
7.18.mon

～

CRAFTY ENGLISH WORKSHOP！
作ったマグネットアイスと一緒に撮影できるフォトブースもあります♪

50 円参加費HaNNaH講師

7.23.sat
HaNNaH先生と英語でクラフト！
～マグネットアイス～

杉本美智子講師

カラーホイル折り紙をはってつくろう！
キラキラマグネット7.10.sun

NEW

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
7.5.tue
7.8.fri

～

10:00～12:00時間

０･１歳の親子対象
自由 ( 時間内参加可・入場制限あり )参加方法

０・１歳向け工作
親子工作「水で遊べるおもちゃ」

7.5.tue
7.8.fri

～

①10:00～12:00　②13:00～14:30時間

●今月は さかな 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！

自由参加方法

その他の創造の部屋のイベントその他の創造の部屋のイベント
みんなでかざろう7.1.fri

7.20.wed
平日のみ

～

子育て中の保護者対象

7.2.sat
9.sat
16.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。参加方法多目的室場所

入学前～小学校低学年対象 先着 30名定員
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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

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

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！

定員
16名工作イベント

土･日･祝日･夏休み
創造の部屋

ピンク色の囲みのものは下に詳細あり！

7.28.thu
7.29.fri

【フェルト工作】
羊毛フェルトでマトリョーシカをつくろう！

7.9.sat
7.10.sun

【親子キャンドルクラフト】
アイスキャンディキャンドル

7.16.sat
7.17.sun ドリームキャッチャー

7.18.mon
【科学工作】
走る風車・ミラーBOX

ボックス

アメリカ北部の文化より広まった良い夢を呼び込むといわれる
ドリームキャッチャーをつくろう！！

風を送ると走る風車と、どこまでも続く不思議な箱をつくります♪

羊毛フェルトをニードル針でちくちく刺してつくろう♪

アイス型のキャンドルに粘土ワックスをこねて
貼ってオリジナルキャンドルを作ろう！

日程 テーマ 参加費日程 テーマ 講師講師参加費

2日（土）
3日（日）

9日（土）10日（日）
16日（土）17日（日）
18日（月･祝）
21日（水）22日（木）27日（水）
23日（土）24日（日）
26日（火）

28日（木）29日（金）
30日（土）31日（日）

ー
グループ竹とんぼ
佐藤仁美
ー

名古屋市科学館
ものづくりグループ

ー

グループ竹とんぼ
小松原揚子
柳下久美子

　
500円
50円

50円
500 円

かんたんグライダー　※整理券不要
レインスティック
【親子キャンドルクラフト】アイスキャンディキャンドル
ドリームキャッチャー
【科学工作】走る風車・ミラーBOX
キラキラレインボーステッキ
牛乳パックブンブンごま　※整理券不要
親子で光るどろだんごをつくろう　※親子参加
【フェルト工作】羊毛フェルトでマトリョーシカをつくろう！
【親子七宝焼教室】ブローチ・マグネット

NEW

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 .7.とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 .7.

日程 メニュー 講師日程 メニュー 講師

10 日（日）
　

17日（日）

31日（日）

黒宮生美子

仙田佳代子

鈴 木 良 武

＜定番の惣菜パンと、夏一番のわらびもち＞
ハムロール・わらび餅

＜旬の野菜でクッキング＞
２色のご飯カリカリじゃこ
枝豆とじゃが芋のスープ
とうもろこしわらび餅

＜南フランスのママの味＞
ラタトゥイユのスパゲティー
枝豆のブランマンジェ

6月 25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

手づくり教室・幼児食生活教室

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

子育て中の保護者向けクッキン
グ

10:00～12:30
調理の部屋

※調理中はお子様を託児し、できた料理はお子様と一緒に食べます。
※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

7.29.fri 幼児食生活教室～野菜すきになってねメニュー～

幼児（２～３才児）とその保護者対象 10組定員

7月22日（金）締切日

800円（託児込み）参加費 緑区栄養士連絡会講師

7.13.wed 子育て中の方の手づくり教室～楽しい♪毎日の夕飯づくりお助けレシピ講座～

子育て中の方対象 21名（託児先着10名）定員

500 円（託児別途 500円） 参加費 早川利絵子講師

名古屋市科学館ものづくりグループ講師

小松原揚子講師 50円参加費

50円参加費

佐藤仁美講師 500 円参加費

無料参加費

７月6日（水）　※調理中・食事中はお子様を別室にて託児します。締切日

「お家で簡単中華ごはん」チンジャオロース・マーボー豆腐・
ホイコーロー・バンバンジー・中華スープ

「卵のもやしあんかけ・かぼちゃのそぼろ煮・ほうれん草のクリームスープ」

★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。
６月 23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

7.15.fri 乳児食生活教室「赤ちゃんの腸内細菌を整えるのは今！」
離乳食初期～後期（５～11ヶ月）の基礎を学びます。

乳児とその保護者対象

会議室場所 10組定員 無料参加費

10:00～11:00時間

名古屋ヤクルト販売㈱講師 ７月 7日（木）締切日

講義
のみ

６月 23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

かっぴータウン
こども実行委員大募集☆

こども実行委員会日時:７月30日（土）、８月6日（土）･13日（土）19日（金）･20日（土）･･10:00～12:00時間

会議室場所 20名定員 小３～高校生対象

こどものまちかっぴータウン☆そこで何をしようか・・・
一緒に考えて準備をしてくれる子を大募集！お友だちと
誘い合って参加しよう！本番は 8月 20日（土）だよ♪

７月 5日（火）から電話か来館にて申込み（先着順）参加方法

※イメージです。



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6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

7月のカレンダー
 月 火 水 木 金  土 日 日

お休み

お休み

お休み

乳児食生活教室 p.3

創造の部屋イベント p.2・3

みんなでかざろう（さかな） p.2
★工作：たなばたかざりをつくろう②（幼児）/

七夕飾り（児童）p.3

みんなでかざろう（さかな） p.2
★工作：スティックパズルをつくろう（幼児）/

ピンごま（児童）p.3

その他乳幼児
クッキング工作

みんなでみよう！かみしばい p.2

みんなでみよう！かみしばい p.2

みんなでみよう！かみしばい p.2

親子にこにこひろば p.2

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

親子クッキング p.3
手づくり教室 p.3

親子クッキング p.3

プレーパーク

戸田川の森生き物探し p.1
バルーンアート教室 p.1

リズム空手 p.1

心の表現ワークショップ p.2

人形劇団むすび座公演 p.1
食べ物の不思議講座 p.4

幼児食生活教室 p.3
親子クッキング p.3

くじらのぴちゃぴちゃファーム p.1
巨大迷路 p.1

カプラであそぼう p.1

こども食堂 p.1

ふくはるサロン

オノマトペ音楽隊 p.1 おしゃべりひろば p.2

こどもの相談 p.2
みんなでフラ p.1

とだがわ☆ミーティング p.4

コアキッズ p.2

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。

※企画内容によってはマスクの着用をお願いしております。
※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

お休み ピアノとあ•そ•ぼ p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.2
ベビーマッサージ＆ママビクス p.1

プレーパーク

プレーパーク

プレーパーク

★工作：スティックパズルをつくろう（幼児）/ピンごま（児童）

★工作：かきごおりをつくろう（幼児）/ストロースターオーナメント（児童）
みんなでかざろう（さかな） p.2

みんなでかざろう（さかな） p.2

★親子工作 （水で遊べるおもちゃ）p.2
★身長測定会 p.2

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 .7.とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 .7.

7.5.tue
7.23.sat ごろんごろんアート会

今月のテーマは『キラキラ星』

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

５日　10:00～11:30 ／ 23日　14:00～15:30時間

ごろんごろんアート会 p.4

マジックショー p.1ごろんごろんアート会 p.4とだがわ学習室 p.4

10:00～17:00時間

会議室場所

当日窓口受付・時間内入退室自由参加方法

小 1～高校生世代対象

にじいろ農場場所 14:00～15:00時間 児童とその保護者　20名対象

開始 30分前にエントランスにて整理券配付参加方法

15名定員

こどもランドに学習スペースがオープン！
友だちと勉強をして、夏の宿題と戦おう☆

7.28.thu 中高生世代の居場所づくり事業
とだがわ☆ミーティング

7.20.wed
7.22.fri

～ 夏のとだがわ学習塾

7.23.sat
7.24.sun

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～クウシンサイ編」

14:00 ～ 16:00時間

～みんなでやりたい企画を考えるミーティ
ングです♪みんなのアイデアまってます～

時間内自由参加参加方法

中高生世代のみなさま10名対象

創造の部屋イベント p.2・3

1 91 8 2 42 32 1 2 22 0

1 097 86
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321

1 1

54

1 9

2 62 5 2 72 5

1 1

4

月
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