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※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。

多目的室場所 人形劇団おたまじゃくし出演

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

30名定員未就学児とその保護者対象

9.29.thu 人形劇であそぼう
かわいい人形たちが楽しいお話を繰り広げます！

乳幼児とその保護者（10組）対象10:30～11:30時間

南陽支所共催 自由参加参加方法乳幼児室場所

9.22.thu おしゃべりひろば～保育案内人がやってくる～
お子様は絵本やおもちゃで遊べます。保育施設の利用について
お話します♪見学ポイントなど具体的な相談も大歓迎です！

9.4.sun ちびっこ運動ひろば

①10:30～11:00　②11:30～12:00　③14:00～14:30
④15:00～15:30　⑤16:00～16:30

時間

各回 12組定員

ホール場所未就学児親子対象

各回 10分前から整理券配布参加方法

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。

9.11.sun プレーパークSP

10:00～16:00時間 みんな対象 てらちゃん出演

屋外（雨天時ホール）場所 時間内自由参加参加方法

毎週木曜日開催のプレーパークの特別版！
けん玉のパフォーマンスショーもあります★

9月号9月号
SeptemberSeptember 20222022SeptemberSeptember 20222022

かっぴー ひらら ぷるぷる
TOKOLATOKOLATOKOLATOKOLA
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」

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

８月21日（日）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。時間指定できない場合があります。

参加方法

青山みどり（臨床心理士）相談員

こどもの相談
（個別相談／個室対応）9.23.fri

5 組定員 10:30～11:15時間

9/28・10/5・19・26・11/2 （全て水曜日） 全５回日程

８月 24日（水）９時から電話あるいは来館にて申込み参加方法

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とその保護者（手帳はなくても可）対象

9.28.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。

誰もが一度は見たり弾いたりしたことのある楽器。
大きさ、色、音の違う鍵盤ハーモニカで合奏～ど
んな風になるのかな？

9.25.sun 鍵盤ハーモニカコンサート♪

①11:00～11:30　②14:30～15:00時間 colorful tutti出演者

150 名（雨天時ホールの場合）定員

雨天時は各回開始 30分前から整理券配布。参加方法屋外（雨天時ホール）場所

乳幼児とその保護者（10組） ※保護者のみも可対象

港ユニットエリア支援保育所共催清水宣明教授（愛知県立大学）講師

10:30～12:00時間 会議室場所

9.16.fri 子育て支援講座『乳幼児期の防災のお話』

小さいお子さんがいるご家庭の防災についてのお話です。
みんなで大震災や水害について学びましょう♪

8月16日（火）10:00より電話・窓口にて受付。（先着順）参加方法

①10:00～10:30　②11:15～11:45時間 とだがわこどもランドホール会場

スタンプを集めてプレゼントをもらおう♪

【9/1～9/3　9:30～16:00】
港区20学区の主任児童委員さんによる子育て情報会♪
【9/6～9/9　10:00～12:00】

みなと子育てスタンプラリー

歌とピアノ、バイオリンによる音楽と映像のコンサート♪
お子さんもパパ、ママも楽しい時間を一緒に過ごしましょう♪

9/2 （fri）
おやこコンサート「ピッコロトレ」

みなと子育て支援
ネット主催企画！！

港区役所民生子ども課　℡052-654-9713予約問合せ

会議室会場

創造の部屋会場

対象:乳幼児とその保護者

※9/1～9/30　港区内関係機関にて開催（開催日は異なります。）
NEW

9.27.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

８月 19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。

事前予約
（8/1より）
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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

赤ちゃん～入学前の子とその保護者対象

11:00～11:30時間

開始 15分前から受付開始。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 9/８（木）
9/９（金）
9/15（木）
9/16（金）
9/22（木）
9/30（金）

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

ピアノとあ・そ・ぼthu･fri

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、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

３日（土）４日（日）
10日（土）

11日（日）17日（土）
18日（日）～19日（月･祝）
23日（金･祝）～25日（日）

―
安藤　元美

―
―
―

50円敬老の日プレゼント！手形のプラ板キーホルダー
キラキラ宇宙の絵をかこう
ジャンピング人形をつくろう
足形アート～敬老の日・かめさん～　※未就学児　時間内自由参加
おでかけカメラをつくろう　※３歳から　時間内自由参加

桃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・入場制限あり参加方法

おでかけカメラをつくろう
9.23.fri
9.25.sun

～

①10:00～11:30　②13:30～15:00時間

入学前のお子さん対象

時間内自由参加・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
9.6.tue
9.9.fri

～

10:00～12:00時間

創造の部屋（幼児）   場所
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ステンシルを使って、コスモスの工作を楽しみましょう♪

9.6.tue
9.9.fri

～

０・１歳向け工作
親子でつくろう「コスモス」

0･1 歳の親子対象

①10:00～12:00 ②13:00～14:30時間

自由 ( 時間内いつでも参加可・入場制限あり )参加方法

創造の部屋（児童）場所

9.19.mon
9.18.sun 足形アート～敬老の日・かめさん～

０歳～未就学児対象 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・入場制限あり参加方法

各回10組 20名定員①10:00～10:45　②11:00～11:45時間

８月19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父さんまたはお母さん対象

9.3.sat
ハッピーふれあいタイム
ベビーマッサージ＆パパママビクス

いつも忙しいパパも今日はゆっくり赤ちゃんとふれあってハッピー
タイムをすごしましょう !

9.17.sat 親子にこにこひろば

赤ちゃん～入学前の子とその保護者対象

①10:00～10:40　②11:00～11:40時間

各回開始 30分前から整理券配布。参加方法

ホール（30名）又は多目的室（20名）※子ども一人に対し大人は一人まで場所･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！

10:00～11:00時間多目的室場所

子育てグッズゆずっちゃお9.8.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☆

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

9.27.tue 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　※水遊びをするので濡れても、汚れてもよ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）前にて整理券配布。参加方法

テラス（雨天時は創造の部屋　雨天時のテーマ「びりびり」）場所

今回は『ぴちゃぴちゃ』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♪

手づくり教室・乳児食生活教室の参加方法

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・食事中はお子様を託児します。
★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

乳児とその保護者対象 10組定員

9月22日（木）締切日800円（託児込み）参加費

糟谷晶子講師

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 ９月6日（火）締切日

「ハンバーグ・ラタトゥイユ・マカロニグラタン」

「シュウマイ・中華風サラダ・きのこと野菜のスープ・豆腐花風デザート」

８月 25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）

9.14.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「洋食編」～

9.30.fri 乳児食生活教室～お野菜たっぷりメニュー～
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中学生･高校生世代向け企画中学生･高校生世代向け企画中学生･高校生世代向け企画中学生･高校生世代向け企画

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
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日程 メニュー 講師日程 メニュー 講師

４日（日）

11日（日）

18日（日）

25日（日）

緑区栄養士連絡会

仙田佳代子

鈴 木 良 武

城島あきこ

＜郷土料理で秋を感じよう＞
鮭のはらこめし風＆はっと汁＆いもきんとん

＜おしゃれなパーティーメニューを楽しもう＞
野菜のケーキサラダ＆手作りソーセージ
　　　　　　
＜シンプルで美味しい敬老の日に向けたメニュー＞
チキンとキャベツの塩バター焼き＆
ココナッツミルクのパンナコッタ

＜いつものご飯がお店の料理に！＞
洋食屋のトマトカレー＆本格白ごはん＆
グリーンの胡麻和えサラダ

8月 27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。

親子クッキング参加方法

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

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。

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！

9.4.sun 簡単な多色刷り版画

スチレンボードで、簡単なのに素敵な多色刷
り版画を作ります♪

9.3.sat コルクアニマル

コルクとフェルトでかわいい動物を作ります！

9.10.sat
9.11.sun

【親子おりがみ教室】
動物ときのこ

かわいい動物ときのこをおりがみで折りましょう！

9.3.sat
10.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 30名定員

9.11.sun ウクレレコンサート♪

15:00～15:30時間 開始 30分前から整理券配布。参加方法

多目的室場所ウクレレユニット奏KANADE出演 30名定員

9.17.sat たのしいおはなしの会

15:00～15:30時間

開始 30分前から整理券配布。参加方法多目的室場所

30名定員朗読つばさ講師

絵本や紙芝居など、たのしいおはなしがいっぱい♪

親子で楽しめるウクレレコンサート♪
楽しい手遊び歌や懐かしの曲！家族みんなでお楽しみください♪

日程 テーマ 参加費日程 テーマ 講師講師参加費

３日（土）

４日（日）

10日（土）11日（日）

17日（土）･23日（金･祝）

18日（日）19日（月･祝）

24日（土）25日（日）

ー

グループ竹とんぼ

半田丈直

ー

ー

柳下久美子

50円

　

100円

500 円

コルクアニマル　※整理券不要

簡単な多色刷り版画

【親子おりがみ教室】動物ときのこ

コスモスマグネット　※整理券不要

おじいちゃん､おばあちゃんに贈ろう「似顔絵のお皿」

【親子七宝焼教室】ブローチ・マグネット

9.18.sun
9.19.mon

おばあちゃん､おじいちゃんに贈ろう！
「似顔絵のお皿」

陶器に定着する特殊なペンを使って
絵やメッセージをかいて贈りましょう♪

15:30～17:00時間

９月３日（土）9:00～電話か来館にて申込み参加方法

中学生・高校生世代対象会議室場所

15名定員

とだがわ脱出ランド9.24.sat

仲間と協力して謎を解こう !!

時間内自由参加参加方法

中学生・高校生世代対象 15:30～17:30時間

会議室場所

とだがわミーティング9.29.thu

みんなでやりたい企画などを考えるミーティングです♪少しの時
間でもOk！みんなのアイデアや声を待ってます♪



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8月20日　5,000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

9月のカレンダー
 月 火 水 木 金  土 日 日

お休み

お休み

お休み

ゆずっちゃお p.2

創造の部屋イベント p.2・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.3

みんなでみよう！かみしばい p.3

たのしいおはなしの会 p.3
親子にこにこひろば p.2

ベビーマッサージ&パパママビクス p.2

★工作：くねくねへびさんをつくろう（幼児）/へそひこうき（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

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

親子クッキング p.3

乳児食生活教室 p.2

手づくり教室 p.2
プレーパーク

みなと子育てスタンプラリー（9/1～9/3）＆おやこコンサート（9/2のみ）p.1

みなと子育てスタンプラリー p.1

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.2人形劇であそぼう p.1

こどもの相談 p.1

子育て支援講座 p.1 子育て応援企画 p.4

Gボールでエクササイズ p.1 ドレミくらぶ p.1

ウクレレコンサート p.3
プレーパークSP p.1

ちびっこ運動ひろば p.1

みんなでかざろう（うさぎさん） p.4

★工作：ふうせんづくり ( 幼児 ) / モールでペロペロキャンディ（児童）

★工作：とんぼのめがね ( 幼児 ) / コルクスタンプ（児童）
みんなでかざろう（うさぎさん） p.4

みんなでかざろう（うさぎさん） p.4

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

お休み ピアノとあ•そ•ぼ p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

あおぞらオノマトペ音楽隊 p.2

おしゃべりひろば p.1
プレーパーク

プレーパーク
とだがわミーティング p.3

プレーパーク

プレーパーク

ごろんごろんアート会 p.4

こども食堂 p.4 ごろんごろんアート会 p.4
とだがわ脱出ランド p.3

鍵盤ハーモニカコンサート p.1

★工作：スポンジのとびだすへびさんをつくろう（幼児）/ヨーヨー（児童）

★工作：ゆらゆらうさぎをつくろう（幼児）/びっくりアニマル（児童）

★身長測定会 p.2
みんなでかざろう（うさぎさん） p.4

みんなでかざろう（うさぎさん） p.4

★親子でつくろう（コスモス）p.2

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 .9.とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 .9.
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65
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1 2
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月

1 3

43

1 11 0

1 81 7
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9.13.tue
9.24.sat ごろんごろんアート会

今月のテーマは『お月見』
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

13日　10:00～11:30 ／ 24日　14:00～15:30時間

●今月は うさぎさん 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

①10:00～12:00　②13:00～16:00時間

みんなでかざろう9月
平日のみ

9.17.sat
子育て応援企画
「防災･減災～スタンプラリー･ワークショップ～」

10:00～12:00時間

幼児とその保護者対象

屋外　雨天時は多目的室場所

減災アドバイザー 吉村隆講師

応援拠点「はみんぐ」による、パパやママの子育て応援企画開催します♪

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」9.19.mon


