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NEW

①10:00～11:30　②13:00～15:30時間 多目的室場所

時間内自由（人数制限する場合あり）参加方法

ご家族でボードゲームやカードゲームをして楽しみましょう♪

ボードゲームであそぼう3.29.wed
3.30.thu

２月１日（水）午前10時より電話または来館にて申込み。（先着順）参加方法

①マタニティフォト 12組 /②相談③妊婦・沐浴体験④座談会 各５組定員

10:00～12:30時間

子育て応援拠点はみんぐ共催

妊娠、子育てに関する相談やマタニティフォト撮影、妊婦体
験ができます。役立つ情報や知りたい情報が満載です。

妊婦さん向け企画
つなぐイベント　妊婦と子育てを繋ぐVol.43.25.sat

3.12.sun こどもの相談（個別相談／個室対応）

13:00～16:00時間

2月25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 朝倉まり子（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。

10:30～11:30時間 乳幼児室場所

子育て中の保護者対象 自由参加参加方法

おしゃべりひろば3.10.fri

子育ての悩み、みんなで共有しましょう
吐き出すことで解決策が見つかるかも！？今回のテーマは「生活リズム」

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。

10:00～12:00時間

乳児とその保護者対象

調理の部屋場所 10組定員

緑区栄養士連絡会講師

800円参加費

3月10日（金）締切日

2月16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

乳児食生活教室
『豆腐と鶏肉の煮込みうどん・まぐろ豆腐ハンバーグ・
りんごヨーグルト蒸しパン』

3.17.fri

★調理・食事中はお子さんを託児し大人だけで楽しみます。
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

3.15.wed 子育て中の方のための献立力教室『和食編』さばの味噌煮、茶碗蒸し、酢の物、わらび餅

500円（託児別途500円）参加費3月8日（水）締切日

2月16日（木）午前９時からから来館にて参加費を添えて申込み。（先着順）参加方法

10:00～12:30時間 21名（託児先着10名）定員調理の部屋場所

子育て中の方対象 早川利絵子講師

★調理・食事中はお子さんを託児し大人だけで楽しみます。

各回開始15分前から整理券配布参加方法

3.5.sun
とうかいグッドトイ委員会
おもちゃの広場 inとだがわこどもランド

各回先着 20名定員多目的室場所

①10:30～11:20　②11:30～12:20　③13:30～14:20　④14:30～15:20時間

とうかいグッド･トイ委員会共催

おもちゃコンサルタントが世代に関係なく楽しく遊べるおもちゃを
たくさん集めました。3つのブースで遊べるおもちゃの広場です。

10:00～11:00時間多目的室場所

当日 9:45 より整理券を配布します。（先着順）参加方法

子育てグッズゆずっちゃお3.2.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。いろいろ質問しながらありがたく譲っていただきましょう☆

ゆずってくれる方募集！！
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

各回５組定員

①14:00～14:45（未就学児）
②15:00～15:45（小学生）

時間

前日までに電話または来館にて申込み（先着順）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

3.11.sat
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。

①10:30～12:00　②13:30 ～ 15:00
※各回開場 15分前

時間 ホール場所 各回先着 150名定員

東海マジシャンズクラブ出演者各回30分前から整理券配布参加方法

不思議がいっぱいのステージです！

とだがわマジックショー２０２33.26.sun
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自由参加参加方法

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。参加方法

ホール・先着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 3/2（木）
3/9（木）
3/10（金）
3/16（木）
3/17（金）
3/24（金）

佐藤真祐子・上林　絵美
鈴木　梨珠・溝口　彩子
田中　陽恵・風　カオル
大嶋　京子・梶原　悟江
児玉　七重・佐藤真祐子
服部　里美・服部　薫子

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　※自由参加時は入場制限あり
※小学生以上は入室時マスク必着、付添の保護者は子ども 1人につき１名可

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

①10:00～11:30　②13:30～15:00時間

０歳～未就学児対象

足形アート
～イースターにんじん～

3.24.fri
25.sat
26.sun

色鉛筆・ノート・箱をつくります

3.11.sat
3.12.sun

【親子でおりがみ】
～かわいい文房具シリーズ～

４歳～小学２年生の子とその保護者対象

各回８家族定員

半田丈直講師

入学前のお子さん対象 自由参加参加方法

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
3.7.tue
3.10.fri

～

10:00～12:00時間 創造の部屋（幼児）場所

0,1 歳の親子対象 自由参加参加方法

0・1歳向け工作
親子でつくろう「おもしろコロコロたまご」

3.7.tue
3.10.fri

～

10:00～12:00時間 創造の部屋（児童）場所

４日（土）

5日（日）

11日（土）12日（日）

18日（土）19日（日）21日（火･祝）

24日（金）～26日（日）

28日（火）～31日（金）

安藤　元美

愛知東邦大学学生

半田　丈直

ー

ー

ー

花束づくり

ぶんぶんごまをつくってあそぼう　※整理券不要　３歳～

親子でおりがみ～かわいい文房具シリーズ～　※８家族

CDのキラキラこま　※整理券不要　3歳～

足形アート～イースターにんじん～　※整理券不要　0歳～未就学児

春のおでかけバッグ　※整理券不要　3歳～
オレンジ色の囲みのものは下に写真あり！
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赤ちゃんから入学前の子とその保護者対象

3.19.sun 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

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！

各回10組 20名定員

①10:00～10:45　②11:00～11:45時間

２月 17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又はお母さん対象

3.11.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触れ合ってハッピー
タイムを過ごしましょう♪

3.18.sat はっぴーヨガ

各回 10組 20名定員

２月 17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

AYAKA（ヨガ＆セラピー協会　代表理事）講師

①０～２歳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（お母さんのみでも可、お父さんの入室不可）

対象

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♪

3.15.wed あおぞらオノマトペ音楽隊

10:30～11:00時間

開始 30分前から創造の部屋（幼児）で整理券配布参加方法未就学児とその保護者対象

テラス（雨天時は創造の部屋）　※汚れてもいい服装でご参加ください場所

先着 15組（雨天時先着 8組　テーマ『てくてく』）定員

今回は『ぐちゃぐちゃ』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♪　　

ぶんぶんごまをつくってあそぼう3.5.sun

春のおでかけバッグ3.28.tue
3.31.fri

～

CDのキラキラこま3.18.sat
19.sun
21.tue

3 歳から参加できる工作（自由参加）
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3.18.sat
3.19.sun

【親子紙すき体験】
バナナではがきをつくろう

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、付添の保護者は子ども 1人につき１名可

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

バナナの茎のチップを使って、世界で１枚のはがき
を作りましょう！クイズもあります♪

楽器や音楽を楽しむ会です。

日程 メニュー 講師日程 メニュー 講師

5 日（日）

　

12日（日）

19日（日）

緑区栄養士連絡会

鈴 木 良 武

城島あきこ

＜野菜をいっぱい食べよう>

２種のチーズの焼きカレー

＜レモンの酸味がさわやか＞

レモン風味のチキンソテー・

りんごのローストバニラアイス添え

＜お花見お弁当＞

桜いなり寿司・卵巾着・筍の醤油炒め

2月25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～
日・祝日
調理の部屋

オレンジ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

アニマルキャップマスコット　※整理券不要

「ビー玉おちろ～！」ゲームをつくろう

【フェルト工作】春色オーナメントをつくろう

【親子紙すき体験】バナナではがきをつくろう

【科学工作】・スピンベア～空気で動くおもちゃ～・エレキカー

【親子七宝焼教室】　ネックレス・ストラップ

お花のこま　　　　　　※整理券不要

4日（土）

５日（日）

11日（土）12日（日）

18日（土）19日（日）

21日（火・祝）

25日（土）26日（日）

28日（火）～31日（金）

グループ竹とんぼ

小松原揚子

森林を守るバナナくらぶ
名古屋市科学館

ものづくりグループ

柳下久美子

50円

100 円

500 円

3.21.tue
【科学工作】
・スピンベア～空気で動くおもちゃ～
・エレキカー

科学を学びながら、空気で動いたり、電気で動いたり
するおもちゃを作ります！
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3.18.sat たのしいおはなしの会

15:00～15:30時間

先着 30名定員

開始 15分前から整理券配布。参加方法

多目的室場所

朗読つばさ講師

絵本やかみしばいなど、たのしいおはなしがいっぱい！

3.4.sat
障害児デイケアさざなみ　共同企画　PEACE✌
「春をみつける　音あそび♫」
～みんなで一緒に春をみつけよう！～

13:30 ～ 14:30時間

2/4（土）午前９時から電話または来館にて予約受付参加方法

小学生以上　8名定員

3.19.sun 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。参加方法

多目的室場所

入学前～小学校低学年対象 先着 30名定員

名古屋市科学館ものづくりグループ講師

森林を守るバナナくらぶ講師

NEW

3.11.sat
3.12.sun

【フェルト工作】
羊毛フェルトの春色オーナメント

羊毛フェルトで春らしいかわいいオーナメント
を作ってお部屋に飾りましょう♪

小松原揚子講師

3.23.thu 人形劇であそぼう

11:00～11:30時間

人形劇団おたまじゃくし講師

開始 15分前から整理券配布。参加方法

多目的室場所

先着30名定員

かわいい人形たちが楽しいお話を繰り広げます！

サウンドシェイプという太鼓とフルーツ
マラカスを使います♪
春にちなんだ歌詞をつくってあそぶよ♪

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」3.21.tue

PICK UP!!PICK UP!!



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2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

3月のカレンダー
 月 火 水 木 金  土 日 日

お休み

お休み

親子にこにこひろば p.2

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

ベビーマッサージ＆パパママビクス p.2

たのしいおはなしの会 p.3

ちびっこ運動ひろば p.4

はっぴーヨガ 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

創造の部屋イベント p.2・3

みんなでかざろう（おはな） p.4

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

ごろんごろんアート会 p.4
こども食堂 p.3

オノマトペ音楽隊 p.2

ゆずっちゃお p.1

おしゃべりひろば p.1

松蔭高校和太鼓LIVE p.4
妊婦さん向け企画 p.1

マジックショー p.1

ボードゲーム p.1

プレーパーク
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.3

春をみつける音あそび♫ p.3
おもちゃの広場 p.1

ごろんごろんアート会 p.4

こどもの相談 p.1ミニドレミくらぶ p.1

乳児食生活教室 p.1子育て中の方の手づくり教室 p.1

SNS更新中

土

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

お休み ピアノとあ•そ•ぼ p.2

ピアノとあ•そ•ぼ p.2

★工作：あおむしくん（幼児）/フラワーパラシュート（児童）
みんなでかざろう（おはな） p.4

お休み

みんなでかざろう（おはな） p.4

★親子工作 : おもしろコロコロたまご p.2

★工作：輪っかこま（幼児）/紙コップけん玉（児童）

★工作：紙のヘリコプター・ぷちぷちバッグ（幼児）/牛乳パックバッグ（児童）

★身長測定会 p.2

みんなでかざろう（おはな） 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
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 9 3 0 3 1

3.8.wed
3.21.tue

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　21日（土）14:00～15:30時間

今月のテーマは『イースター』

プレーパーク

プレーパーク

プレーパーク

プレーパーク

★工作：ビー玉のでんぐりがえし（幼児）/モールフラワー（児童）

2 7

2 1 2 32 0 2 62 52 3 2 42 2

1２1 19 1 08

1 91 81 6 1 71 5

542 31

1 3

76

2 0 2 1

2 7 2 8

1 3

6

月

1 4

54

1 21 1

1 91 8

2 62 5

①10:00～12:00　②13:00～16:00時間

自由参加方法 2歳～入園前のお子さん対象

●今月は「おはな」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

3月
23日までの
平日のみ

3.25.sat 松蔭高校和太鼓部ドドンコLIVE

①13:00～ ②15:00～（各回45分）時間

雨天時のみ各回先着 150名　開演 30分前より整理券配布（先着順）参加方法

屋外広場（雨天時ホール）場所

みんな対象

高校生による和太鼓演奏☆　和太鼓の音色をお楽しみください！！

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

時間

各回先着 12組定員ホール場所 ①③④未就学児親子、②⑤小学生対象

各回開始 10分前より整理券配布参加方法

トランポリンやトンネルを使って、元気に遊びましょう。

3.28.tue ちびっこ運動ひろば


