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乳児とその保護者対象

10組定員

２月 10日（金）締切日

離乳食初期～後期の基礎を学びます。

10:00～11:00時間 調理の部屋場所

１月 19日（木）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

ヤクルト講師

★座学の講座です。お子様もご一緒に参加できます。

乳児食生活教室
「腸内細菌を整えるのは今！」2.17.fri

1 月 19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

★調理中はお子様を託児し、食事は親子で楽しみます。

幼児とその保護者対象

10組定員

２月 17日（金）締切日

10:00～12:30時間

800 円（託児代含む）参加費

調理の部屋場所

糟谷昌美講師

幼児食生活教室「ひな祭り」
～ピンクの黒豆寿司・ぎせい豆腐・すまし汁・いちごミルクゼリー～2.24.fri

フリマ＆キッズフリマ2.23.thu

10:30 ～ 15:00時間

ホール場所 午前 9:45 から整理券配布参加方法

45分ごと 60名定員

子ども用品をお得にGETできるチャンスです☆

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

1月22日（日）午前９時から電話にて申込み。（先着順）
※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

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）2.25.sat

2.4.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４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

14:00～15:10　※開場 15分前時間

150 名定員ホール場所

開演 1時間前から整理券配布。（先着順）参加方法

南陽高校吹奏楽部員による演奏会です。

南陽高等学校吹奏楽部定期演奏会2.5.sun 16 名定員10:00～11:45時間 創造の部屋（児童）場所

１月19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）
託児あり先着10名（別途500円）

参加方法

柳下久美子講師 700 円参加費２月９日（木）締切日

【大人のハンドメイド教室】
～銀七宝のアクセサリー～2.16.thu

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」

出店者募集☆

①8店②7店出店数

往復はがきでの申込［詳細は1月21日（土）までにHPにてご案内します。］参加方法
200 円出店料

①子ども用品・マタニティ用品を出品できる 20歳以上の方
②子ども服やおもちゃを出品できる小中学生

対象

14:00～14:30時間 ホール場所

開演 1時間前から整理券配布。（先着順）参加方法

150名定員 Farbe 実行委員会出演

出張Ｌet‘sＰｌａｙ！！2.12.sun

親子で楽しめるクラシックコンサートを開催！
楽しい手遊び歌や生演奏を間近で体験しましょう！

1月 10日（火）午前 9時から電話または来館にて申込み。参加方法

15組定員10:00～11:30時間 多目的室場所

子育て中の保護者対象

怒りの感情と上手に付き合い、子育てのヒントに♪

臨床心理士による、ワークショップ第3弾！
「アンガーマネジメント」
～そのイライラがヒント！アンガーマネジメントですっきり子育て～

2.14.tue

青山みどり講師

※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。
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自由参加・入場制限あり参加方法

赤ちゃんから入学前の子とその親対象

赤ちゃんから入学前の子とその親対象

11:00～11:30時間

開始 15分前から受付開始。（先着順）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 2/2（木）
2/9（木）
2/10（金）
2/16（木）
2/17（金）
2/24（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

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
本人に整理券を配布
※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！
様々な素材を使って、持ち歩ける風船スノー
マンを作ります

身長測定会
2.7.tue
2.10.fri

～

10:00～12:00時間 創造の部屋（幼児）場所

風船でつくろう！スノーマン2.12.sun

①10:00～11:30　②13:30～15:00時間

杉本美智子講師

３歳～小学２年生対象

ひらひらちょうちょをつくろう2.23.thu
25.sat
26.sun

①10:00～12:00　②13:00～16:00時間

自由参加・入場制限あり参加方法 2歳～入園前対象

●今月は「てぶくろ」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2月
平日のみ

2.7.tue
2.10.fri

～ ０・１歳向け工作
親子でつくろう「筒のおもちゃ」

0､1歳の親子対象

10:00～12:00時間

自由参加・入場制限あり参加方法

創造の部屋（児童）場所

4日（土）11日（祝・土）

５日（日）

12日（日）

18日（土）19日（日）

23日（祝･木）25日（土）26日（日）

ー

安藤　元美

杉本美智子

ー

ー

スポンジのバレンタインロールケーキをつくろう

毛糸のハリネズミ

風船でつくろう！スノーマン　　　　

くるくるタワーをつくってあそぼう

ひらひらちょうちょをつくろう※整理券不要　3歳～

青色の囲みのものは右下に写真あり！
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2.11.sat 親子にこにこひろば

①10:00～10:40　②11:00～11:40時間

各回開始 15分前から整理券配布。（先着順）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！

2.26.sun コアキッズ体操

①10:00～10:45（2～3才）15組 30名
②11:00～11:45（4～7才）15組 30名

時間・定員

１月27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、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ニング協会認定コアキッズ体操普及員講師

ホール場所 ２～７才の子とその保護者対象

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！
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2.23.thu
【ファイバークラフト教室】
走るぞうさんカー

小学生以上対象

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

小学生以上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

水で濡らして柔らかくし、乾くと形状記憶する
特殊なファイバークラフト紙を使って工作します。

日程 メニュー 講師日程 メニュー 講師

5 日（日）

　

19日（日）

26日（日）

早川利絵子

緑区栄養士連絡会

鈴 木 良 武

＜寒い冬にあったかごはん>

ミートドリア・コールスローサラダ・

チョコバナナ

＜お家でレストラン気分＞

キャロットトマトピラフ・包み焼きハンバー

グステーキ・きのこたっぷりクリームスープ

＜にんにくとポークは相性抜群＞

ガーリックバターポークステーキ・

りんごとくるみのグラノラバー

1月 28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。
※親子クッキングは、1家族につき1つの企画まで。
※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

青色の囲みのものは下に写真あり！

参加費テーマテーマ 参加費日程 講師日程 講師

デコパージュトート

みんなの手形でアートしよう　※整理券不要

【押花教室】　フォトフレーム

【ファイバークラフト教室】走るぞうさんカー

【親子七宝焼教室】カレースプーンとデザートスプーン

4日（土）5日（日）

11日（土）12日（日）

18日（土）19日（日）

23日（木･祝）

25日（土）26日（日）

ー

ー

森代司江

石井みき子

柳下久美子

100円

250 円

50円

500 円

2.26.sun
2.25.sat 【親子七宝焼教室】カレースプーンとデザートスプーン
金属の表面にガラス質の釉薬をのせて焼き付けます。
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2.12.sun バルーンアート教室

①13:30～14:00　②14:20～14:50　③15:10～15:40時間

親子 5組定員

各回開始 15分前から整理券配布。（先着順）参加方法

多目的室場所

３歳以上の子とその親対象 伊藤　瑶講師

親子でバルーンアートに挑戦してみましょう！
今回はハートのスティックをつくります♪ 

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♪

ウクレレコンサート♪2.26.sun

30 名定員

開始 15分前から整理券配布。（先着順）参加方法

多目的室場所15:00～15:30時間

ウクレレユニット奏KANADE出演者親子対象
2.4.sat
5.sun デコパージュトート

A4サイズのトートバッグにかわいい紙ナプキン
を使ってデコパージュしましょう♪

2.4.sat
2.11.sat みんなでみよう！かみしばい！

15:00～15:20時間

開始 15分前から整理券配布。（先着順）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

柳下久美子講師

石井みき子講師

2.18.sat
2.19.sun

【押花教室】
フォトフレーム

生花を使い、レンジで押花つくりをして、
オリジナルのフォトフレームを作ります。

森代司江講師

2.19.sun
「森の体験講座
～シイタケの菌打ちにチャレンジ～」

10:00 ～ 12:00（小雨決行）時間

戸田川みどりの夢くらぶ講師

２月４日（土）９時から電話または来館にて申込み。（先着順）
＊申込者以外の参加はできません。

参加方法

戸田川緑地中央地区場所

小学生とその保護者　合計 16名対象･定員

シイタケの菌打ちに挑戦しよう☆



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。

■2023年1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

2月のカレンダー
 月 火 水 木 金  土 日 日

お休み

お休み

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
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

みんなでかざろう（てぶくろ） 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

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

臨床心理士ワークショップ p.1

おしゃべりひろばSP p.4

プレーパーク

大人のハンドメイド p.1

フリマ＆キッズフリマ p.1

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

コアキッズ体操 p.2

ごろんごろんアート会 p.4

バルーンアート教室 p.3

森の体験講座 p.3

出張 Let's Play!! p.1

おもちゃクリニック p.1 南陽高校吹奏楽部定期演奏会 p.1

ごろんごろんアート会 p.4

こどもの相談 p.1 ウクレレコンサート p.3

乳児食生活教室・座学 p.1

幼児食生活教室 p.1

SNS更新中

土
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お休み ピアノとあ•そ•ぼ p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

★工作：おひなさま（幼児）/
おひなさま（児童）

みんなでかざろう（てぶくろ） p.2

★工作：輪っかこま（幼児）/
紙コップけん玉（児童）

みんなでかざろう（てぶくろ） p.2

★工作：おひなさま（幼児）/おひなさま（児童）
みんなでかざろう（てぶくろ） p.2

お休み

みんなでかざろう（てぶくろ） p.2

★工作：おにのおめん（幼児）/ロケットおに（児童）

★工作：くるくるメリーゴーランド（幼児）/紙コッププレゼントBOX（児童）

★親子でつくろう（筒のおもちゃ）p.2
★身長測定会 p.2

みんなでかざろう（てぶくろ） 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。
●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。

2.8.wed
2.18.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

８日（水）10:00～11:30　18日（土）14:00～15:30時間

今月のテーマは『雪あそび』

プレーパーク

プレーパーク

プレーパーク 10:30～16:30

★工作：マラカス（幼児）/ハートのストラップ（児童）
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自由参加参加方法

港ユニットエリア支援保育所協力

10:30 ～ 11:30時間 乳幼児室場所

子育て中の保護者対象

寒くなって感染症や皮膚トラブル、乳幼児期によくある冬
の体調管理の悩みについてのお話と子育て支援施設の情報
交換会です♪

おしゃべりひろばスペシャル
「乳幼児期に知っておきたい！
子どもの冬の体調管理」

2.21.tue
手づくりおもちゃで
あそべます。
保育士さんへの
相談もOK！！

一般社団法人はっぴーひろば　熊沢多恵講師


