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1月号1月号
JanuaryJanuary 20232023JanuaryJanuary 20232023

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」

屋外

多目的室

すごろくのお題で遊びながら、
こどもランドを一周しよう！

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！　

ジャグリングやバルーン、音楽まで♪楽しい
クラウン2人によるパフォーマンスショー！！

お正月にちなんだ遊びをするよ！

①10:30 ～ 12:00
②13:30 ～ 15:30

時間

①10:00～11:30
②13:30～15:30

時間

自由
入場制限する場合あり。

参加方法

自由（雨天中止）参加方法

ジャンボすごろくで
あそぼう

創造の部屋（児童）

小学 1年生以上対象

①10:00～11:30
②13:30～15:30

時間

自由参加方法

紙コップ
竹とんぼ

創造の部屋（幼児）

３才～未就学児対象

①10:00～11:30
②13:30～15:30

時間

自由参加方法

屋外

ホール

10:00～15:30　＊雨天中止時間

①11:00～11:45
②14:00～14:45

時間

各回150名程度定員

各回開始 1時間前より本館玄関前
テントにて整理券配布（先着順）

参加方法家族で遊ぼう！
プレーパーク♪

オーバートーンの「走るピアノ」
パフォーマンスショー

お正月をたのしもう！

調理の部屋

にじいろ農場

１月８日（日）
13:30～14:15
１月９日（月･祝）
10:30～11:15

日時

30分前にエントランスにて
整理券配布

参加方法

戸田川緑地管理センター共催
食べものの不思議講座
お家で育てる種うえ体験
「ラディッシュ（二十日大根）」

10:45～12:00時間 小学生以上のこども対象

28名定員 鈴木良武講師

エプロン・スリッパ・
手拭きタオル・マスク

持ち物

開始30分前より、エントランス
ホールにてお子様ご本人に
整理券を配布（先着順）

参加方法

こどもクッキング
『手作りチーズでサンドイッチ
～牛乳からチーズを作ろう～』

※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。

1.7（sat）
10:30～11:15も
開催！！

1.8（sun）
のみ

とだがわお正月ひろば
1.8 sun 1.9 mon

紙皿こまをつくろう
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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 赤ちゃんから入学前の子とその保護者対象

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

多目的室（20名）又はホール(30名)場所

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 1/5（木）
1/12（木）
1/13（金）
1/19（木）
1/20（金）
1/27（金）

佐藤真祐子・梶原　悟江（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

1.21.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

大須賀達子講師

体あそびや大型絵本など盛りだくさん！
日程 テーマ

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付
※金額表示のないものは無料
※小学生以上は入室時マスク必着、付添の保護者は１名のみ

参加方法

創造の部屋（幼児コーナー）場所

定員
12名

日程 テーマ 講師講師

幼児から小学校２年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

参加費参加費

土・日・祝日
創造の部屋

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
１.11.wed
１.13.fri

～

10:00～12:00時間創造の部屋（幼児）     場所

安藤元美講師

1年間の五穀豊穣を願う縁起のよい飾
りものです。お餅をつけて、ステキな
飾りを作ります！

もち花づくり１.14.sat

山田咲子講師

○△□の形を組み合わせてできる凹凸の形から
紙版画に挑戦しよう！

○△□による紙版画で
鬼の顔づくり１.21.sat

自由参加方法

●今月は 「はねつき」 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１月
平日のみ

（４～６日除く）

１.11.wed
１.13.fri

～ ０・１歳向け工作
親子でつくろう「パクパクおに」

0･1 歳の親子対象

10:00～12:00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

1.14.sat
21.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

4日（水） ～６日（金） 

７日（土）15日（日）

８日（日）９日（月・祝）

14日（土）

21日（土）

22日（日）28日（土）

29日（日）

ー

ー

ー

安藤　元美

山田　咲子

ー

愛知東邦大学学生

ゆらゆらだるまをつくろう　※3歳～

うさちゃんボックスをつくろう

【お正月ひろば】こまをつくろう　※整理券不要　3歳～

もち花づくり

○△□による紙版画で鬼の顔づくり

おにさん　コロコロ

オニのお面をつくろう　※整理券不要　3歳～　５面を見てね♪

赤色の囲みのものは右側に写真あり！

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2023 .1.とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2023 .１.

1.31.tue Gボールでエクササイズ

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

12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。

①10:00 ～ 10:45（ハイハイ児連れ）　
②11:00 ～ 11:45（歩ける子連れ）

時間
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ファミリー向け
イベント
ファミリー向け
イベント
ファミリー向け
イベント
ファミリー向け
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
児童向け
イベント

参加費テーマテーマ 参加費日程 講師

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
※小学生以上は入室時マスク必着、付添の保護者は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

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。

工作イベント
土・日・祝日
創造の部屋 ①10:30～11:30　②14:00～15:30時間

時間内自由参加参加方法

（雨天時ホールにて午後のみ実施）場所みんな対象

簡単ビニールたこを作ってたこあげを楽しみます

グループ竹とんぼ講師

うさぎのマスコット　※整理券不要

かっぴーのふくわらい　※整理券不要

【お正月ひろば】紙コップ竹とんぼ※整理券不要 １面も見てね♪

キラキラCDスクラッチ

おもしろスリーチェンジ！

カラーダンボールでつくろう！チョコレートケーキ

【親子七宝焼教室】ブローチ・マグネット

赤色の囲みのものは下に写真あり！

4日（水）～６日（金）

７日（土）

８日(日) ９日(月・祝)

14日（土）21日（土）

15日（日）

22日（日）

28日（土）29日（日）

―

―

―

―

グループ竹とんぼ

高嶋公康

柳下久美子500円

CD-Rに塗ってある黒いアクリル絵の具を
削って、キラキラスクラッチを作ろう♪

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2023 .1.とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2023 .１.

お正月ならではの遊び「ふくわらい」を作って家族で楽し
みましょう！

紙コップから出たり入ったりしては３回変化するおもちゃを
作ります

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

各回開始 10分前より整理券配布（先着順）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。

1.14.sat たこあげをしよう

1.14.sat
1.21.sat キラキラCDスクラッチ

ドキドキワクワクのマジックが楽しめちゃうよ♪

無料参加費東海マジシャンズクラブ出演者

15:00 ～ 15:30　（開場 20分前）　時間

開始 40分前から整理券配布。定員になり次第受付終了。参加方法

ホール場所150 名定員

1.29.sun マジックショー！？

1.7.sat かっぴーのふくわらい

1.15.sun おもしろスリーチェンジ！

1.22.sun ちびっこ運動ひろば

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

発達に不安のある又は、障がいのある未就学児・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

1.29.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。
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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

日程 メニュー 講師日程 メニュー 講師

　

12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

※１家族につき２つの企画まで参加可。

※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

10:00～12:30時間

500 円（託児別途 500円）参加費 仙田佳代子講師

21名（託児先着 10名）定員

12月 15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）申込方法

1月11日（水）締切日

1.18.wed 子育て中の方の手づくり教室「手づくり味噌」

調理の部屋場所子育て中の方対象

★調理中・食事中はお子さんを託児し大人だけで楽しみます。

10:00～12:00
4才～

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 3 .1 .とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2 02 3 .１.

＜韓国料理を作ってみよう＞
　　　コキンパ・サムゲタン風スープ・
　　　いちごのボンボン風パフェ

＜丸パンで手早くおいしく＞
　　　ツナのバンズサンド・フルーツサラダ

＜もうすぐ節分、恵方巻きを作ろう！＞
　　　恵方巻き・けんちん汁

15日（日）

22日（日）

29日（日）

緑区栄養士連絡会

鈴木良武

早川利絵子

野菜ソムリエがご紹介する「おから」を使ったお味噌作りです♪

創造の部屋（児童）場所

（公財）日本手芸普及協会トールペイント部門 認定指導員・准師範会員 根本美幸講師

1月13日（金）締切日 500円（託児別途500円）参加費

16名（託児先着10名）定員

12月23日（金）午前９時から来館にて参加費を添えて申し込み（先着順）参加方法

【大人のハンドメイド教室】
「トールペイント ミニトートバッグ」1.20.fri

筆、綿棒、スポンジ等を使って、簡単で素敵なトール
ペイントを描きます。（花、風船等）

1.22.sun こどもの相談（個別相談／個室対応）

13:00～16:00時間

12月18日(土)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 浅倉まり子（臨床心理士）相談員

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。

港ユニットエリア支援保育所共催

自由参加参加方法 ゆずりたい絵本　（任意）　　持ち物

10:30 ～ 12:00時間

乳幼児室場所

12月20日（火）午前９時から電話又は窓口にて先着順。参加方法

10組定員

10:30～11:30時間

子育て中の保護者・子育て支援者対象

粕田陽子
（名古屋市子どもの権利擁護委員／愛知県弁護士会子どもの権利委員会委員長）

講師

最近雑誌でも見かける「子どもの権利（条約）」のお話から「子育てのヒ
ント」が見つかる座談会です♪イライラ期等、成長する「子どもとの関
わり方から遊び選びなど」育児のお困りごとお話しませんか。

子育て支援講座
「知ってる？子どもの権利ってなに？」1.26.thu

乳幼児室場所

自由参加参加方法

10:30～11:30時間 子育て中の保護者・子育て支援者対象

中川区応援拠点「ゆるまる」共催

地域の子育て支援施設のスタッフさんがやってきます♪
施設紹介や地域の情報提供、子育て相談もあり♪十人十色の子育ての
悩み、誰かと話せば解決策が見つかるかも！ 

おしゃべりひろばスペシャル1.24.tue

おしゃべりひろば
｢絵本のお話と交換会｣
～絵本の思いで話しでちょっとひと休み♪～

1.13.fri

こどもにとって「絵本」はお友達♪
子どもの育ちと関わる絵本のお話と、絵本交換会を行います♪
保護者の皆さんの思い出の絵本のお話しませんか？

名古屋市子どもの権利相談室「なごもっか」
市公式ウェブサイト→

10:00 ～ 11:45時間
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1.15.sun ぶんぶんごまを作ってあそぼう

ホール場所 各回 20名定員４歳～小学生対象

各回開始 10分前より整理券配布参加方法

①10:00 ～ 10:30　②10:40 ～ 11:10　③11:20 ～ 11:50
④13:30 ～ 14:00　②14:10 ～ 14:40　③14:50 ～ 15:20

時間

創造の部屋（幼児）場所

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

各回15名の子どもとその保護者（お子さま1人につき保護者の方お一人まで）定員

4歳～小学生対象

みんなでお餅つきを体験☆つきたてのお餅を食べてみよう！

①11:00～13:00　②14:00～16:00時間

ごはんのあかり講師エプロン・スリッパ・手拭きタオル持ち物 ホクレン農業協同組合連合会協力

1月7日（土）午前9時から電話か来館にて申込（先着順）参加方法

～子どもの「
心とからだの発達」応援の講座の一部をご紹介♪～

愛知東邦大学学生企画南陽高校学生企画

14:30～15:00時間

とだがわこどもランド館内場所

南陽高等学校協力

自由参加参加方法

1.29.sun オニのお面をつくろう

1.21.sat 教えて！わしょくごはん～お餅編～

「乳幼児のおこさま」と「高校生」との交流会です！
外あそびまたは室内あそびを行います。
一緒に遊んでくれるお子さまと保護者のご参加待っています♪

専門知識をもった講師や相談員が対応します。

大学生のお兄さんお姉さんと工作を楽しもう☆保育コースの高校生がやってきます

ちょっとトピックス

「日本音楽療法学会・認定音楽療法士」による音楽療法です。
音楽を介したやり取りを通して、お子様の発達のお手伝いをします♪
不安で泣いても、気にしなくて大丈夫♪
お子様のペースに合わせて安心してご参加ください。

音楽療法「ドレミくらぶ（連続講座）」
「ミニドレミくらぶ（１回講座）」（３面参照）

発達に不安がある又は障がいのある未就学児・小学生とその保護者対象

個別子育て相談
「こどもの相談」（４面参照）

子育て中の保護者対象

溝口先生 鈴木先生

子育ての不安・悩みを、誰に相談したらいいか分からない…
お子様や子育て中のご自身のこと、ご家庭のことなど。
子育てのご相談や産前相談に「臨床心理士」がお応えします。
お子様はおもちゃで遊びながらご相談できます♪

1.17.tue 高校生のおにいさん･おねえさんと遊ぼう♪



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12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

1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

ぶんぶんごまをつくろう p.5

オニのお面をつくろう p.5

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
親子にこにこひろば p.2

ちびっこ運動ひろば p.3

ミニドレミくらぶ p.3

みんなでみよう！かみしばい 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

親子クッキング p.4

食べものの不思議講座 p.1

親子クッキング p.4

教えて！わしょくごはん p.5

G ボールでエクササイズ p.2

親子クッキング p.4

こどもの相談 p.3

マジックショー p.3

子育て中の方の
手づくり教室 p.4

ごろごろんアート会 p.6
プレーパーク

プレーパーク

プレーパーク

プレーパーク

みんなでかざろう（はねつき） p.2

ごろごろんアート会 p.6

たこあげをしよう p.3

おしゃべりひろば p.4

大人のハンドメイド p.4

子育て支援講座 p.4おしゃべりひろばSP p.4

南陽高校学生企画 p.5

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。

●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小学生以上の方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

お休み

土

とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2023 .1.とだがわこどもランドニュース TOKOLA  2023 .１.

お休み

お正月ひろば p.1

工作：おもしろかおをつくろう（幼児）/ゆきだるま（児童）

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

工作：たこをつくろう（幼児）/紙コップでっぽう（児童）
みんなでかざろう（はねつき） p.2

身長測定会 p.2
★親子でつくろう（パクパクおに） p.2

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（はねつき） p.2

工作：紙コップでおにの豆入れをつくろう（幼児）/フリスビー（児童）

お休み みんなでかざろう（はねつき） p.2
工作：おにのおめんをつくろう（幼児）

/ロケットおに（児童）

お正月ひろば p.1創造の部屋イベント p.2・3

2 3

3 0 3 13 0

月
11

875 643２2 87

1 71 6 2 22 1１９ 201 81 6 2 22 1

2 4 2 6 2 7 2 8 2 92 52 3 2 92 8

1.6.fri
1.28.sat ごろんごろんアート会

会議室場所 開始 15分前より配付の整理券をお取りください。参加方法   6 日（金）10:00～11:30
28 日（土）14:00～15:30

時間
今月のテーマは『あけおめ 2023』

1５1 41 2 1 31１99 1 0 1 51 41 0


