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OctoberOctober 20222022OctoberOctober 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」

※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。

カメラマン島尻るりこさんがこどもランドで撮影した写真を展示
します。

開館時間内時間 本館１Fろうか場所

10.20.thu
11.30.wed

島尻るりこさん写真展
「えがお」〜

10.9.sun
10.10.mon

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、玉入れなどいろいろなあそびで家族
やお友だちと元気に遊びましょう！

家族で遊ぼう！
プレーパーク♪屋外

屋外 ホール

あきのとだがわこどもひろばあきのとだがわこどもひろばあきのとだがわこどもひろばあきのとだがわこどもひろば

とだがわなわとびチャレンジ！！10.2.sun

①10:30～12:00　②13:30～15:00時間 ①４才～小学生　②小学生以上対象
NPO法人　日本なわとびプロジェクト講師①500円　②無料参加費

各回 20名定員 ９月17日（土）午前9:00より電話か来館にて申込み参加方法

①Myなわとびづくり&なわとび教室　②大縄&ダブルダッチチャレンジ

戸田川緑地管理センター共催
とだがわハロウィン仮装コンテスト10.8.sat

13:00～14:00時間 戸田川緑地野外ステージ ※雨天時ホール場所
自由観覧（人数制限あり）参加方法

ハロウィンにぴったりの仮装コンテスト★みんなで出場者を応援しよう！！

10.16.sun バルーンアート教室

３歳以上の子とその保護者対象
①14:00～14:30　②15:00～15:30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
５組定員伊藤　瑶講師

みんなでバルーンアートに挑戦してみましょう！今回は弓矢をつくります♪ 

NEW

NEW

東海マジシャンズクラブ出演者

10.30.sun
マジックショー！？
ドキドキ★ワクワクのマジックが登場♪

15:00～15:30（開場20分前）時間 開始40分前から整理券配布。参加方法

ホール場所 先着 150名定員

3歳～未就学児対象

ボックスカーを
つくろう

創造の部屋
（幼児）

①10:00～11:30
②13:30～15:30

時間

10.29.sat
10.30.sun

ポリ袋でハロウィン衣装を
つくろう

①10:00～　②11:00～　③13:30～　④14:30～時間 各回８組定員

４歳～小学２年生までの親子対象創造の部屋（幼児）場所

各回開始 30分前からエントランスホールでお子様ご本人に整理券配布（先着順）参加方法

小学１年生～中学３年生対象

イニシャル
キーホルダーを
つくろう

創造の部屋
（児童）

①10:00～11:30
②13:30～15:30

時間

（10.8～10は農業文化園・戸田川緑地にてイベント「秋の物語」開催のため、駐車場は有料となります。）（10.8～10は農業文化園・戸田川緑地にてイベント「秋の物語」開催のため、駐車場は有料となります。）

みんな対象

①10:00～11:30
②13:30～15:30

時間

10:30～11:15時間

各日 20名定員

各回開始 30分前から
エントランスにて
整理券配付。（先着順）

参加方法

おうちで育てる種植え体験～コマツ菜編～

10/9（日）10:00～16:00
10/10（月･祝）10:00～15:30

時間

1時間ごとの時間指定制、
各回 150名

定員

本館正面玄関前テント
にて整理券配布｡午前と
昼(13:00まで)の整理
券は9:30～配布､午後
（13:00～）の整理券は
12:30～配布。

参加方法

とだがわサーキット
バッテリーカーに乗ろう

こどもランドのホールがサーキットになります♪
園内にかくされたひらがなを見
つけてなぞなぞを解こう！ゴー
ルにはステキなプレゼントが★

10:00～15:30時間

みんな対象

時間内に正面玄関前
テントにてラリー
カードを配布

参加方法

とだがわ
たんてい団

楽しい
秋のイベント
楽しい

秋のイベント

自分だけの町をつくって、ミ
ニカーを走らせてあそぼう！

戸田川緑地管理センター共催
食べものの不思議講座調理の部屋

10/8も
開催!!

おでかけの秋！家族で楽しい２日間♪おでかけの秋！家族で楽しい２日間♪
とだがわタウン
「ミニカー｣をはしらせよう♪多目的室

※コンテスト出場申込はHPをご覧下さい。

創造の部屋（幼児）で
作ったくるまも
走らせられるよ♪
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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。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 10/６（木）
10/13（木）
10/14（金）
10/20（木）
10/21（金）
10/28（金）

佐藤真祐子・上林　絵美（ホール）
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）
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にてお子様本人に
整理券を配布（先着順）
※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

１日（土）２日（日）

８日（土）

９日（日）10日（月･祝）

15日（土)16日（日）

22日（土）

29日（土）30日（日）

―

安藤　元美

自由参加

―

自由参加

―

３歳～

３歳～

３歳～

ハロウィンのペロペロキャンディをつくろう

紅葉狩りのリース

【とだがわこどもひろば】ボックスカーをつくろう　１面を見てね

わなげをつくってあそぼう

「戸田川緑地どんぐり図鑑をつくろう」

ポリ袋でハロウィン衣装をつくろう ８組 １面を見てね
橙色の囲みのものは写真あり！ ※23日（日）は「南陽地域ふれあいまつり」

のため工作イベントはありません。

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！ 緑地公園内を探検しながら、どんぐりを探そう♪

身長測定会
10.12.wed
10.14.fri

～

10:00～12:00時間

創造の部屋 ( 幼児 )     場所

10.22.sat
戸田川緑地管理センター共催
「戸田川緑地どんぐり図鑑」をつくろう

時間内自由参加参加方法

３歳～小学２年生対象

①10:00～11:30　②13:30～15:00時間

自由参加方法

●今月は はりねずみ 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10月
平日のみ

10.15.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

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

大須賀達子講師

体あそびや大型絵本など盛りだくさん！
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各回 10組（20名）定員

①10:00～10:45　②11:00～11:45時間

９月 16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

10.7.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

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。

10.16.sun コアキッズ体操

２～７歳児とその保護者対象

９月 16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

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

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！

①10:00～10:45（2～3才）10組 20名
②11:00～11:45（4～7才）10組 20名

時間・定員

10.1.sat
10.2.sun

ハロウィンの
ペロペロキャンディをつくろう

時間内自由参加・入場制限あり参加方法

３歳～小学２年生対象

①10:00～11:30　②13:30～15:00時間

10.27.thu ちびっこ運動ひろば

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

各回開始 10分前から整理券配布参加方法

ホール場所 各回 12組定員未就学児とその保護者対象

トランポリンやトンネルを使って、親子で元気にあそびましょう。

NEW
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児童向け･保護者向け
イベント
児童向け･保護者向け
イベント
児童向け･保護者向け
イベント
児童向け･保護者向け
イベント

日程 メニュー 講師日程 メニュー 講師

16 日（日）

30日（日）

アン料理教室

早川利絵子

　　　　
＜ご飯でピザを作ろう！～成長期に必要なお米の栄養～＞
ごはんピザ＆豆乳みそスープ＆グリーンサラダ

＜手づくりの皮でもちもち♪＞
水餃子＆杏仁豆腐

9月24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・収穫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・収穫クッキング参加方法

10.1.sat
10.8.sat ハロウィンプロップス
ハロウィンが楽しくなるプロップスを作り
ましょう♪

定員
28名

親子クッキング
10:00～12:00
4才以上～

クッキングイベント日・祝日
調理の部屋

自分の作りたい動物を作りましょう♪

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、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♪

工作イベント
土・日・祝日
創造の部屋

参加費テーマテーマ 参加費日程 講師日程 講師

ハロウィン　プロップス　※整理券不要
磁石でつくろう「みんなついておいでゲーム」
【とだがわあきまつり】　※整理券不要
【親子陶芸教室】動物をつくろう
不思議なこまをつくろう
【親子七宝焼教室】 ストラップ・ペンダント

グループ竹とんぼ

原田省平
とうかいグッド・トイ委員会
柳下 久美子

500円

500 円

橙色の囲みのものは写真あり！

１日（土）8日（土）
２日（日）

9日（日）10日（月･祝）
15日（土）16日（日）
22日（土）

29日（土）30日（日）

【親子陶芸教室】
動物をつくろう

10.15.sat
10.16.sun

錯覚効果で回すと、模様が変化します。

不思議なこまをつくろう10.22.sat

10.21.fri 幼児食生活教室～コロコロ､クルクルメニュー～〈ミニミニおにぎり､くるくるポークソテー､照りやきおからもち､中華風コーンスープ〉

幼児（２～３才児）とその保護者対象 10月 13日（木）締切日

調理の部屋場所

9月 15日（木）午前 9時から来館にて申込み。（先着順）
※申込時にぴよか・はぐみん等の提示でオリジナルグッズをプレゼント！

参加方法

10:00～12:30時間

10組定員

300 円（託児別途 500円）参加費

緑区栄養士連絡会講師

★調理後、お子様と一緒に食事も可能です。
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10.28.fri おでかけかっぴー＠デカゴン
木曜恒例のプレーパークが、「ららぽーと名古屋みなとアクルス　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！

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。

10:00～13:00時間 会議室場所

9月23日（金）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）10.30.sun

日ごろの食生活の悩み事、一緒に解消していきましょう！

10:00～12:30時間 鈴木良武講師

10.2.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（さつまいも）

調理の部屋および緑地園内場所

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。

＜風味豊かなサーモンのホイル包み＞サーモンのホイル包み＆さつまいものプチケーキ

11:00～16:00時間 ららぽーと名古屋みなとアクルス デカゴン場所

10.1.sat
15.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

とうかいグッド･トイ委員会講師

原田省平講師 500円参加費

30名定員

10.1.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 12月３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

※23日（日）は「南陽地域ふれあいまつり」
のため工作イベントはありません。

乳幼児とその保護者対象14:45～15:15時間

港ユニットエリア支援保育所共催

自由参加参加方法多目的室場所

10.13.thu おしゃべりひろば～簡単手づくりおもちゃを作ろう～
お話しながらのワークショップです♪子育てのご相談もできます♪

未就園児とその保護者 10組対象

おはよう歯科 冨田大一講師

13:30～14:45時間

多目的室場所

10.13.thu
子育て応援企画
おやこで歯磨き「ハッピースマイル」

港ユニットエリア支援保育所による歯医者さんの歯みがき、歯並びのお話と相談会
を開催します♪お子さまはおもちゃで遊びながらお話と保育士への相談できます。

丸池保育園エリア支援保育所（052-651-1213）にて
9月12日（月）9時より電話にて受付開始。（先着順）

参加方法



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／９：00～17：00（10月１日～３月31日）
　　　　　９：00～18：00（４月１日～９月30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９月20日　5,200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

10月のカレンダー
 月 火 水 木 金  土 日 日

お休み

お休み

お休み

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

ちびっこ運動ひろば p.2

バルーンアート p.1
コアキッズ体操 p.2

ベビーマッサージ＆ママビクス p.4

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

創造の部屋イベント p.2・3

収穫クッキング p.3

親子クッキング p.3

親子クッキング p.3
食べものの不思議講座 p.3 こどもの相談 p.2

南陽地域ふれあいまつり p.4

マジックショー p.1
おでかけかっぴー p.3

みんなでみよう！かみしばい p.2
おもちゃ病院 p.3

プレーパーク
プレーパーク

みんなでかざろう（きのこ） 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～4時30分（4月～9月は5時30分まで）じゃぶじゃぶ池横。自由参加。参加費無料。
※小学生以上の方は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。
※23日（日）は「南陽地域ふれあいまつり」のため、「創造の部屋」工作イベントはありません。

SNS更新中

土

お休み

子育て応援企画 p.4

写真展～11/30 p.1

なわとびチャレンジ p.1

ごろんごろんアート会 p.4

ごろんごろんアート会 p.4

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

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

幼児食生活教室 p.3

幼児食生活教室 p.3プレーパーク

プレーパーク

プレーパーク

おしゃべりひろば p.4

★工作：ガチャポンマラカスをつくろう ( 幼児 ) / マジックスクリーン ( 児童 )

★工作：くるくるとんぼをつくろう（幼児）/キャップモンスター（児童）
みんなでかざろう（はりねずみ） p.2

みんなでかざろう（はりねずみ） p.2
身長測定会 p.2

★工作：パッチンをつくろう ( 幼児 ) / こうもりのラッピングケース ( 児童 )

★工作：かぼちゃのおめんをつくろう ( 幼児 ) / くるくるおばけ ( 児童 )

みんなでかざろう（はりねずみ） p.2

みんなでかざろう（はりねずみ） p.2

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 .10 .とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 2 .10 .

あきのとだがわ
こどもひろば p.1

10.23.sun 第１２回南陽地域ふれあいまつり

12:30～16:00時間 戸田川緑地　芝生広場ほか場所

＜野外ステージ＞
太鼓等の伝統芸能・小中高生による演奏・文芸団体による踊り
＜戸田川緑地＞
パトカーの展示・写真撮影、はしご車の展示及び試乗、
クロリティー（輪投げ）体験、ミニトレイン、模擬店やキッチンカーの出店など

内容

自由参加方法南陽地域ふれあいまつり実行委員会主催

10.12.wed
10.29.sat

ごろんごろんアート会

12 日　10:00～11:30 ／ 29日　14:00～15:30時間

今月のテーマは『ハロウィン』

仮装やコスプレで事務室にお寄りいただいたお子さんまたは親子
さんに､お菓子やおもちゃなどをプレゼント！

合言葉「トリックオアトリート」参加方法

10.1.sat
10.30.sun とだがわハロウィン月間〜

９月24日（土）午前9時から電話・窓口にて申込（先着順）参加方法

10.29.sun
食べものの不思議講座
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

ハロウィンコンテスト p.1
あきのとだがわ
こどもひろば p.1
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