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食と五感・クラフトあそび
「丸めてアイスクリーム」

14:30～15:30時間

児童とその保護者対象

時間内自由参加参加方法

チラシを再利用したクラフトあそび♪

かっぴーブレスレットをつくろう！

①10:00～11:30　②13:30～15:30時間

小学生～中学３年生対象

自由参加方法

ペットボトルキャップを使ってとだがわこどもランドのキャラク
ター、かっぴーの可愛いブレスレットをつくります♪

①10:00～12:00　②13:30～16:00時間

ホール場所

時間内自由参加（人数制限をさせていただく場合がございます）参加方法

あっと驚く仕掛けも！？ お子さんから大人
まで挑戦してみてください。

巨大迷路に挑戦！7.29.fri
8.18.thu

～

10:00～15:30　＊雨天中止時間

コマ回しやけん玉などの昔遊びや
缶釣り、玉入れなどのいろいろな
あそびで元気にあそびましょう！

家族で遊ぼう！
プレーパーク♪

屋外

①10:00～11:30　②13:30～15:30時間

時間内自由参加（入場制限あり）参加方法

ペットボトルキャップでいろんな遊
びに挑戦！

ボトルキャップ選手権

多目的室

紙皿フリスビー

①10:00～11:30　②13:30～15:30時間

３才～未就学前のお子さん対象

時間内自由参加参加方法

ふわっと飛ぶフリスビーをつくって
遊ぼう！

創造の部屋（幼児）

こどもクッキング「チーズハットグ」

①9:30～10:15　②10:30～11:15　③11:30～12:15時間

４歳以上の児童各回20名（未就学児は保護者1名同伴）対象

各回開始30分前に調理室前にて受付。参加方法

簡単クッキング‼韓国発祥のチーズハットグを作ります♪

調理の部屋

調理の部屋

とだがわゲームラリー

10:00～15:30時間 みんな対象

正面玄関前のテントでラリーカードを配布参加方法

園内にあるゲームポイントを回ってスタンプをゲットしよう！

屋外

創造の部屋（児童）

8.2.tue
8.5.fri～

縁日のゲームであそぼう
～まとあて～

①10:00～11:30　②13:30～15:30時間 自由参加方法

創造の部屋（幼児）及び多目的室（※４日午前のみ会議室またはホール）場所

３才～対象

創造の部屋（幼児）でつくったゲームであそぼう！

13:00～16:00時間

４才～高校生世代（未就学児はお仕事はできませんが、遊ぶことはできます。）対象

ホール・調理の部屋など場所

入場制限あります。※保護者の入室不可参加方法

こどもランドが、こどものまちに変身！こどもたちが自分で働い
てお金を貯めたら、いっぱい遊んで楽しもう！

かっぴータウン8.20.sat

8.7.sun
「なつのとだがわ
こどもひろば」
でも開催中

1

8月号8月号
AugustAugust 20222022AugustAugust 20222022

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。

8.7.sun

なつの
とだがわ
こどもひろば
なつの
とだがわ
こどもひろば
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10:00～17:00時間小 1～高校生世代対象

会議室場所

15名定員

当日窓口受付・時間内入退室自由参加方法

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☆

プラスチックコップで手作りの風鈴を作って9月中旬までエン
トランスホールに飾ります。

夏のとだがわ学習塾8.10.wed
8.12.fri～

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 8 .とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 . 8 .

各回５組定員

①10:00～10:45（未就学児）　②11:00～11:45（小学生）時間

前日までに電話あるいはご来館のうえお申し込みください。参加方法

鈴木梨珠・溝口彩子（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・小学生と
その保護者（手帳はなくても可・ご家族でご参加いただけます）

対象

8.21.sun
音楽療法
ミニドレミくらぶ

音楽の持つ力を使って、心身の発達をサポートします。

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

8.23.tue
「Fa r be 特別企画」
出張Ｌｅｔ’ｓ ｐｌａｙ！！

13:00～13:30　（開場 20分前）時間

ホール場所

150 名定員

Farbe 実行委員会出演者

親子で楽しめる本格的なクラシックコンサートを開催する「Farbe」の人
気コーナーが登場！楽しい手遊び歌や生演奏を間近で体験しましょう！

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

8.24.wed みんなでフラ♡

10:30～11:30時間

30名定員 ミリミリフラスタジオ主宰　maki　mao講師

パパもママもキッズもアロハ気分でフラを楽しもう♪
ホール場所

①10:30～12:00　②13:00～15:00時間

会議室場所 自由参加方法

昆虫に関するたのしいイベントを実施します！

おじゃま虫キャラバン8.18.thu

8.6.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 10月１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

8.2.tue
8.5.fri 風鈴をかざろう

13:30 ～ 16:00時間

みんな対象

時間内自由参加参加方法

ホール場所

8.10.wed
ふくはる子育てサロン
中高生といっしょにあそぼう★

10:00 ～ 11:30時間０才～未就園児とその保護者対象

自由参加方法多目的室場所

  たのしい夏休み特集パート2  たのしい夏休み特集パート2

一緒にあそんでくれる中高生世代の方大募集!!

中高生世代対象

５名程度定員 電話か来館で先着順に受付参加方法

上記サロンでの企画交流（9:30～12:00）内容

赤ちゃんとふれあってみたい！保育士や幼稚園教諭になりた
い子を募集します。可愛い赤ちゃんと触れ合って、子育てに
ついて学んでみませんか？

自由研究にも役立つサイエンス週間！！
科学のおもしろさを学び、体験し、楽しもう！！

小学生から高校生対象

創造の部屋（児童）場所

①10:00～11:30　②13:30～15:00時間

７月 15日（金）午前９時より来館にて参加費を添えて申し込み（先着順）参加方法

寺町泰明（愛知工業大学名電高等学校講師）講師

各回 16名定員

夏休み特別企画！！
【サイエンス週間】

8.2.tue
8.5.fri～

参加費テーマテーマ 参加費日程 難易度日程 難易度

「-196℃の世界を見てみよう」（液体窒素の実験）
「光でモザイク」（かたよった光って？）
「磁石でこまをつくると」（回り続けるコマ）
「ひみつの手紙」（けい光とちく光）※アルコール使用
「光でモザイク」（かたよった光って？）
「磁石でこまをつくると」（回り続けるコマ）
「ひみつの手紙」（けい光とちく光）※アルコール使用

２日①②
３日①　

②　
４日①　

②　
５日①　

②　

★
★
★★
★★
★
★★
★★

ー
200円
200 円
200 円
200 円
200 円
200 円

※難易度★★のものは中学生以上向けですが、小学生でも可です。　※アルコールアレルギーの方はお気をつけください。

①10:00～11:30　②13:30～15:30時間

時間内自由参加　入場制限あり参加方法

１人で作ることができる人対象

多目的室場所

かわいい麦わら帽子のマグネットをつくって
お家の冷蔵庫に貼ろう！ 

麦わら帽子のマグネット8.11.thu
NEW

8.25.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

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名程対象

ファミリーや子どものみで参加できます

〜
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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～未就学児とその保護者対象

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

多目的室（20名）又はホール（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･講師 8/4（木）
8/12（金）
8/18（木）
8/19（金）
8/25（木）
8/26（金）

佐藤真祐子・上林　絵美（多目的室）
田中　陽恵・風　カオル（多目的室）
大嶋　京子・梶原　悟江（多目的室）
児玉　七重・岡田　悠　（多目的室）
鈴木　梨珠・溝口　彩子（ホール）
服部　里美・服部　薫子（ホール）

ピアノとあ・そ・ぼthu･fri

①10:00 ～ 10:40　②11:00 ～ 11:40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 各回 20名定員

赤ちゃん～未就学児とその保護者対象

大須賀達子講師

体あそびや大型絵本など盛りだくさん！

南陽図書館の司書さんが、絵本や紙芝居の読み聞かせをしてくれます。

8.6.sat 親子にこにこひろば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
※小学生以上入室時マスク必着

参加方法

創造の部屋（幼児コーナー）場所

定員
12名

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。２才から参加できる工作もあります。

工作イベント

日程 テーマ日程 テーマ 講師講師参加費参加費

夏休み
創造の部屋

8.6.sat
13.sat みんなでみよう！かみしばい！

①6日 14:30～14：50　②13日 15:00～15:20時間

開始 30分前から多目的室前にて整理券配布。
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

２日（火）～５日（金）

６日（土）19日（金）

７日（日）

９日（火）～11日（木･祝）

12日（金）～14日（日）

16日（火）～18日（木）

20日（土）21日（日）

23日（火）24日（水）

25日（木）26日（金）

27日（土）28日（日）

30日（火）31日（水）

ー

ー

ー

ー

ー

ー

安藤　元美

ー

マホナオ

ー

縁日のゲームであそぼう　※1面を見てね（3歳から）　整理券不要

ステンドグラス風うちわをつくろう

とだがわなつのひろば　紙皿フリスビー※１面を見てね（3歳から）整理券不要

パックおばけをつくろう

足形アート～すいか～　※整理券不要（未就学児）

アイスキャンディーをつくろう　※整理券不要（2歳から）

マグネット昆虫

コースターをつくろう

ビニール袋のふわふわパラシュート（3歳）

窓からみてみよう

ゆらゆらバランスゲームをつくってあそぼう

橙色の囲みのものは写真あり！

入学前のお子さん対象

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
8.9.tue
12.fri
10.wed

10:00～12:00時間 乳幼児室場所

8.20.sat
8.21.sun マグネット昆虫

安藤元美講師

窓からみてみよう！8.27.sat
8.28.sun

マホナオ講師

8.12.fri
8.14.sun

～ 足形アート～すいか～

お子さまの成長の記念に足型をとりませんか？
夏（6～8月）生まれのお子さまにはお誕生日シールもプレゼント♪

0歳～未就学児対象

時間内自由参加（入場制限あり）　参加方法

アイスキャンディーをつくろう8.16.tue
8.18.thu～

２歳～小学 2年生対象

時間内自由参加参加方法

11:00～11:30時間

100 円

8.18.thu わくわくおはなし会

14:30～15:00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

多目的室場所南陽図書館共催

幼児向けのおはなし内容

30名定員

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

７月 29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（お父さんの入室不可）

対象

8.27.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♪
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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
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

参加費テーマテーマ 参加費日程 講師日程 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。夏ならではの工作体験もあります！

工作イベント 夏休み
創造の部屋

8.13.sat
8.14.sun

【親子木工教室】
鉛筆立てをつくろう

今回は鉛筆立てを作ります。のこぎりやかなづ
ちを使って親子一緒に作りましょう！

サイエンス週間　※p.2 を見てね

キラキラジュエルキーホルダー　※整理券不要

とがだわなつのこどもひろば　※p.1 を見てね　※整理券不要

ビー玉めいろをつくろう

スーパーボールをつくろう

紙ふうせん

【親子木工教室】鉛筆立てをつくろう　※要親子参加

紙皿ひこうき　※整理券不要

スライムをつくろう

食品サンプル～ミニかき氷のメモスタンド～

【ファイバークラフト教室】ブラキオサウルスの親子

【フラワー工作】ペーパーフラワーのひまわりうちわ

【親子七宝焼教室】　ストラップ・ペンダント

ポップアップカード　※整理券不要

橙色の囲みのものは下に詳細あり！

２日（火）～５日（金）

６日（土）

７日（日）

９日（火）

10日（水）12日（金）

11日（木）

13日（土）14日（日）

16日（火）17日（水）

18日（木）19日（金）

20日（土）21日（日）

23日（火）24日（水）

25日（木）26日（金）

27日（土）28日（日）

30日（火）31日（水）

寺町　泰明

ー

高嶋　公康

ー

グループ竹とんぼ

全建愛知港支部

ー

ー

伊藤　瑶

石井みき子

森代司江

柳下久美子

ー

300円

　　　

100円

100 円

100 円

500 円

8.25.thu
8.26.fri

【フラワー工作】
ペーパーフラワーで作る
ひまわりうちわ

クレープペーパーを使って夏らしいひまわりの
うちわを作ります♪

8.23.tue
8.24.wed

【ファイバークラフト】
ブラキオサウルスの親子

ファイバークラフト紙でブラキオサウルスの親
子を作ります！

8.20.sat
8.21.sun

食品サンプル
～ミニかき氷のメモスタンド～

涼し気なかわいい小さなかき氷のメモスタンド
が作れます♪

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

8.24.wed
乳児食生活教室
「おとなの料理からの取り分け離乳食」
【ハンバーグ・ポテトサラダ・おみそ汁・ヨーグルトゼリー】

10:00～12:30時間

糟谷晶美講師 8月 16日（火）締切日乳児とその保護者対象

10組定員7月 21日（木）午前 9時から来館にて申込み。（先着順）参加方法

調理の部屋場所 800円（託児込み）参加費

日ごろの食生活の悩み事、一緒に解消していきましょう！

8.28.sun こどもの相談（個別相談／個室対応）

10:00～13:00時間

7月 27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 丹下信子（臨床心理士）相談員

お子さま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。

10:30～11:30時間

子育て中の保護者対象 10組程度定員

開始５分前に入室参加方法

おしゃべりひろば8.25.thu

絵本やおもちゃを用意し、お話しながら子どもは遊べます。保育
士さんより「園での生活」など乳幼児時期の生活特性のお話もあ
ります。お気軽に子育ての悩みやご相談ください。吐き出すこと
で解決策が見つかるかも⁉

乳幼児室場所

8.31.wed
9.7.wed

親を楽しむ小さな魔法
～スター・ペアレンティング～

10:00 ～ 12:00時間 無料　＊託児代別途 100円 /人参加費

7月 15日（金）午前 10時から電話または窓口にて先着順
＊全日ともご参加ください

参加方法

多目的室場所

子育て中の保護者＊子連れ参加不可対象

スターペアレンティングファシリテーター講師

15名（託児先着 8名）定員

758キッズステーション共催

子どもにとっても親にとっても居心地のよい親子関係を築きませ
んか。親自身も大切にしながら、叩かず、甘やかさず、そして楽
しみながら子育てするための方法が学べます☆

★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
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子ども用品をお得にGETできるチャンスです☆

8.21.sun フリーマーケット

10:30～15:00時間

午前 9:45 から整理券配布参加方法

ホール場所 45分ごと 60名定員

☆出店者募集☆

200円出店料15店出店数

往復はがきでの申込（7月 29日（金）消印有効）
詳細はHPにてご確認ください。

参加方法

子ども用品・マタニティ用品を出品できる 20歳以上の方対象
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クラブ募集クラブ募集
対象 内容 定員 講師 備考申込日開催日時 参加費（保険料込）

えいごで
あそぼう
く ら ぶ

無料

100円

100 円

200 円

200 円

各 12組

20名

小学生
20名
中高生
5名

森 川
知 江 子

8/13
（土）

9/10
（土）

８/17
（水）

８/19
（金）

日 本 一
輪 車 協
会 名 古
屋 支 部

スタジオ
ZOO

小坂井
加良子
・

川瀬玲子

小坂井
加良子
・
吉田茜

20組

20組

４～６才（9/4時点で
４歳になっているお
子さん・小学生は不
可）とその保護者１名

9/4 ～ 11/6
毎週日曜日（全８回）
①10:00 ～ 10:50 または
②11:10 ～ 12:00

からだを動かしなが
ら、はじめてふれる
英語であそんでみよ
う♪ハロウィンパー
ティもあるよ♪

ダンスの基礎を学ん
で一曲踊り切ろう！
最終日（12/4）は
発表会になります♪

一輪車の基本を
学び楽しく
練習しましょう

初めての空手を
楽しもう！

親子で楽しく身体を
動かしましょう！

10/8 ～ 12/4
毎週土曜日（全9日）
発表会のみ日曜日
14:30 ～ 16:00

9/3 ～ 11/5
毎週土曜日（全 9回）
10:00 ～ 12:00
※予備日 11月 12日

９/７～ 10/26
毎週水曜日（全８回）
10:00 ～ 11:30

9/９～ 11/11
毎週金曜日(全８回)
※9/23,11/4 は休み
10:00 ～ 11:30

※過去に当クラブ
に参加したことの
ある子は申込不可

対象年齢外の
子は入室不可。
年度内に一度
参加した教室、
同時期に、親
子体操スクー
ル、なかよし
教室との参加
不可。

H31.4.2 ～ R2.8.31
生まれの子と
お母さんなど
妊娠初期不可

2才 (8/31 時点
で 2才 )～未就園
児とお母さんなど
妊娠初期不可

小 1以上
一輪車に乗れ
ない初心者

小学生～
中高生世代

ダ ン ス
ク ラ ブ

親子体操
スクール
すくすく
たいそう

親子体操
スクール
空 手
たいそう

200円 ９/６
（火）伊藤薫

1歳児
８組
2歳児
７組

リトミック教育を取
り入れた教室です。

9/27 ～ 11/22
毎週火曜日(全８回)
10:15 ～ 11:30

R1.10.1～R3.2.28
生まれの子とお母
さんなど（歩行可
能であること）

とだがわ
なかよし
教 室

一 輪 車
ク ラ ブ

申込方法は８月2日（火）
頃、HPにてお知らせし
ます（往復はがきでの申
込になります）。

申込日の 10時～10時 30分の間に、会議室で申込み。
申込多数の場合は、受付終了後公開抽選。※ご家族以外の代理申込みはできません。

参加方法

日程 メニュー 講師日程 メニュー 講師

14 日（日）
　

21日（日）

鈴 木 良 武

鈴 木 良 武

親子クッキング
＜安くておいしいいわしを使ったスパゲッティ＞
いわしのパスタレモン風味＆チョコスティックパイ

アレルギークッキング
＜甘辛い味がごはんにぴったり＞
ポークのBBQ風味ライス＆スイカミルク

7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。
※親子クッキング・アレルギー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・アレルギークッキング参加方法

定員
28名

親子・アレルギークッキング
10:00～12:00/4才～

クッキングイベント 日・祝日
調理の部屋 8.6.sat 3150しょくどうプレゼンツ

教えて！わしょくごはん～おだし編～

13:00～14:30時間

マスク・エプロン・スリッパ・手拭きタオル持ち物

15名の子どもとその保護者定員

7月 16日（土）午前 9時から電話・窓口にて申込。（先着順）参加方法

調理の部屋場所

ごはんのあかり講師

4才～小学生対象

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」8.27.sat

７月23日（土）午前9時から電話・窓口にて申込（先着順）参加方法

8.11.thu 牛乳パックを使った紙パック工作
～キュービックパズルをつくろう！～

13:30～14:30時間 雪印メグミルク㈱講師

20名定員 調理の部屋場所

小学生以上（1･２年生は保護者同伴）対象

みんなでお出汁を飲み比べ♪味噌玉をつくってお持ち帰りできます。

8.2.tue
8.31.wed

～

ミニ防災講座×フードパントリー
かっぴーの茶の間

開館時間中時間

台風や地震への備えは万全ですか？
防災クイズの正解者に災害備蓄品をプレゼントします。

名古屋市港防災センター（クイズ提供）※参加は 1日につき 1人 1回まで。協力

本館事務所前場所



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7月20日　5,100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

8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

その他乳幼児
クッキング工作

創造の部屋イベント p.2,3

ピアノとあ•そ•ぼ p.3

ピアノとあ•そ•ぼ p.3
ふくはるサロン

中高生といっしょにあそぼう★p.2

ふくはるサロン
中高生といっしょにあそぼう★p.5

麦わら帽子のマグネット p.2 身長測定会 p.3

おしゃべりひろば★p.4

わくわくおはなし会 p.3

ミニドレミくらぶ p.2

教えて！わしょくごはん p.5

乳児食生活教室 p.4

アレルギークッキング p.5

親子クッキング p.5

ごろんごろんアート会
p.6

ごろんごろんアート会
p.6

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
Let's Play p.2

とだリンピック p.6
親を楽しむ小さな魔法 p.4

みんなでフラ p.2

ボードゲーム p.6
ボードゲーム p.6

フリーマーケット p.4

こどもの相談 p.4

かっぴータウン p.1

はっぴーヨガ p.3
こども食堂 p.5

おじゃまむしキャラバン p.2

とだがわミーティング p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.3

ピアノとあ•そ•ぼ p.3

プレーパーク

プレーパーク

プレーパーク
親子にこにこひろば 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
おもちゃ病院 p.2

とだがわ学習塾 p.2
身長測定会 p.3

風鈴をかざろう p.2
サイエンス週間 p.2

縁日のゲームであそぼう p.1

プレーパーク

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。
※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
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巨大迷路 p.1

巨大迷路 p.1

巨大迷路 p.1

小学生以上対象

団体利用の状況により、一般の方の
参加ができない又は若干名の受付と
なる場合があります。

注意事項

7月21,22,27,28,29日
8月10,12,18,19,23,24,25,26日

日程
10:00 ～ 11:30時間 30名定員

ホール場所

日本福祉大学２年中村ゼミ共催

子ども会などの夏のイベントにおススメです♪
団体利用の場合、事前にお申込みができます。

創造の部屋（児童）
夏休み団体利用
のおしらせ

創造の部屋（児童）
夏休み団体利用
のおしらせ

8.31.wed とだリンピック〈ねえ､一緒にあそぼうよ！！〉

ちょぴっと季節外れの運動会を開催★
企画を考えるのは大学生。
玉入れやわなげなど、いろいろなゲーム
をするよ！みんなで楽しく遊ぼう♪
詳細はHPをご確認ください。

8.9.tue
8.27.sat ごろんごろんアート会

今月のテーマは『夏まつり』
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

９日　10:00～11:30 ／ 27日　14:00～15:30時間

なつのとだがわ
こどもひろば p.1

～8/31 かっぴーの茶の間 p.5

ボードゲームで
あそぼう

多目的室場所

時間内自由参加（人数制限あり）参加方法

13:00～16:00時間

8.17.wed
8.19.fri

2 32 2 2 82 72 5 2 62 4

3 0 3 1

1 41 31 1 1 21 0

2 12 01 8 1 91 7

21 764 53

2 9

1 5

98

2 2

2 9

月
7

1 41 18

1

1 3

2 12 0

2 82 7

1 61 5
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