西版 対象小学校区

天白区全体の情報は、裏面(東版)に載ってるのでチェックしてね
2022(令和 4)年 7 月 20 日 8 月号 発行 名古屋市天白区子育て応援拠点マーガレットま～ま

✿✿✿各団体・施設により利用の際の条件が異なります

火 tue
8/1

マーガレットま～ま
【9 月の一時預かり】
1 回目予約開始日

2

水 wed
3

「自動車図書館」
相生山団地

マーガレットま～ま

14:00～16:00

コドミルえほん相談室

木 thu

⾦

4

音聞山保育園「あそぼう会」
10:00～11:30 /15 組

fri

5
「自動車図書館」高坂公園

島田第一保育園｢キッズひろば｣
9:30～10:15・10:45～11:30 /各 5 組

10:00～11:00

土

SAT

6
ともだち文庫
10:00～11:30
♬読み聞かせ
あります

日

表山

SUN

天白子育てカレンダーの
ご意見ご感想をお寄せ
ください。支援員さんや
園の先生に伝えてね

7

天白

10:30～11:30
出張ま～ま(元八事 3-23)
8

10

11

島田第一保育園

12

㊗山の日

10:00～11:00

13

[子育て支援センター]

14

お出かけの前にお電話やＨＰなどで確認してください

檸檬の木
マーガレットま～ま：
お休み

17

18

マーガレットま～ま
【9 月の一時預かり】
2 回目予約開始日

19

支援ルーム:月-金（祝休み）
9:30-14:30
音聞山 1613
052-832-6455

マーガレットま～ま

20

10:00～12:00
出張ま～ま(元八事 3-23)にて

音聞山保育園「あそぼう会」
10:00～11:30 /15 組

ともだち文庫
10:00～11:30

「

檸檬の木

9:30～14:30

23

24
25 天白図書館「東海学園大学
２6
２7
天白図書館
島田第一保育園｢キッズひろば｣
ともだち文庫
保育専攻の先生によるおはなし会」
9:30～10:15・10:45～11:30 /各 5 組
「赤ちゃんからのおはなし会」
10:30～10:50/11:10～11:30
10:30～10:50/11:10～11:30 10:00～11:30
音聞山保育園「あそぼう会」
8 組/6 か月～3 歳児と保護者
10:00～11:30 /15 組
♬10:00～
8 組(当日先着)/乳幼児向け
※申込 8/11(木)10:00～図書館へ電話
野やきパン
天白図書館「おはなし会」11:00～11:30
音聞山保育園
「自動車図書館」10:00～11:00
15 名(当日先着)/幼児と保護者
あります
｢園庭開放｣11:00～12:00
一つ山第一公園
30 ★申込スタート！
31 島田第一保育園｢キッズひろば｣誕生会♡
思いの外あっけなく梅雨明けしちゃいましたね！いよいよ
9:30～10:15・10:45～11:30 /各 5 組
10:00～窓口(5 組)か電話
夏！ぐんぐん暑さが増して来ますね。暑い暑いと家の中ばっ
天白児童館
かりじゃ勿体ない！元気な子どもと夏を楽しんでください
｢あかちゃんタイム｣
音聞山保育園「あそぼう会」
～食育講座、ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ他～
ね。アツイといえば、今年は【てんぱく子育てフェア 2022】
10:00～11:30 /15 組
9/14(水)10:30-11:30
開催です！天白の子育て支援団体が集まって企画盛り沢山で
0 歳児と保護者/10 組
準備中！是非ご期待くださいね！
編集担当：松浦久美

また
コロナウイルスの感染拡大の状況により
急遽中止になる場合もございます✿✿✿

紫外線を浴びると体内でビタミン D を生
日焼け
成できるメリットもありますが、日焼けは
軽いやけどの一種。ヤケドと同様に早めの
処置をしましょう。まずは、流水で冷やし
たり、濡らしたタオルや保冷剤を当てて肌
を冷やしましょう。そして日焼け止めを洗い流したあと、保
湿です。子ども用や敏感肌用の保湿剤を使うといいね。夏な
のに保湿～！？と思われがちですが、日焼けした皮膚はい
つも以上に乾燥しています。いつもより念入りな保湿を♡

夏に多いのが何てったって蚊による虫
刺され！軽い症状の場合は水道水で洗
い流してかゆみ止めなどの薬を塗りま メンソレー
す。でも子どもが我慢できなくてかい タム入りの塗り薬
てしまって「とびひ」になってしま は、しみて痛みを
うこともあるよね。とびひになるともっと
伴うことがある
痒くなって、かゆみも発疹もあっという
よ。気を付け
間に広がりやすくなります。赤身や腫れ、水泡
てね。
ができてしまったら、念のため受診しましょう。

気温も湿度も高い夏。
汗かきでデリケート肌
の子ども達には、スキ
ンケアを！サッとシャ
ワーで汗を流して肌を
奇麗にしておくのも
いいね。ついでに
保湿も～♡

★マーガレットま～ま
出張ま～ま
毎週月・木（祝休み）
9:30-14:30
元八事 3-23
090-5032-4522

★天白区役所・天白保健センター
島田 2-201
区役所民生子ども課:052-807-3891
保健センター:052-807-3913

幼児食相談会」10:30～11:30

夏になると、皮膚トラブル急上昇～！
子どもたちの皮膚は大人よりデリケー
ト。日々のケアで守ってあげましょ♡

相生

高坂

[子育て応援拠点]

天白小学校区

出張ま～ま(元八事 3-23)/８組

「自動車図書館」おおね荘 10:00～11:00

虫刺され

第 3 水(園行事に準ずる)
10:00-11:30

「振替開所の日」

10:30～11:30

マーガレットま～ま

15 名(当日先着)/幼児と保護者

自分の日焼け対策
は行き届いてるけ
ど、子どもの日焼
け対策は忘れちゃ
うんだよね～
(ﾉ∀`)ｱﾁｬｰ

檸檬の木

コドミルえほん相談室

天白図書館「おはなし会」11:00～11:30

29

21
●てんぱくおもちゃ病院

てんぱくおもちゃ病院

しまだ

専 052-832-7701
○

対象：ねんねのお子さん

16

野並

音聞山保育園
電話相談:月-金 8:30-17:00

天白図書館
「赤ちゃんからのおはなし会」
10:30～10:50/11:10～11:30
8 組(当日先着)/乳幼児向け

マーガレットま～ま
「振替開所の日」
9：00～15：00

｢ぴよぴよの日｣2 組

22

山根

八事東小学校区
9

15

八事東

28

[子育て支援拠点]
★天白児童館

9/7(水)
オンライン申込受付中
｢たのしいリトミック｣
10:30-11:30
当日先着 10 組
1 歳以上の幼児と保護者
※オンライン同時配信

火-日 8:45-17:00
(月･祝･月祝の翌日休み)
池場 5-1801
052-805-4129
★天白図書館
火-土 9:30-19:00
日･祝 9:30-17:00
(月祝の翌日･平日第 3 金休み)
横町 701
052-803-4188

9/29(木)

天白スポーツセンター第 1 競技場にて
参加費：無料
対象：未就園児と保護者、プレママプレパパ
午前の部①9：30～11：30(150 組)
午後の部②13：00～15：00(150 組)
予約フォームから予約してね。
※8/1～予約開始です

天白区の子育てについての情報が大集結！
ミュージックパネルシアター、積み木ショー、おやこうたあそび等の
催しあり‼子育て支援者の各ブースでもお楽しみがいーっぱい♪
これはもう行くしかないねッ(*^^*)

〒455-0873
名古屋市港区春田野 1-3616
入園料、駐車場無料／月曜日㊡
開園時間 9：00～18：00

名古屋で子育てしてるなら、是非遊びに行ってほしい場所がこ
の【とだがわこどもランド】‼広—い敷地内に大きなアスレチ
ック、足漕ぎゴーカート、サイクルモノレール、広—い芝生な
どなど。何といっても、この夏は『じゃぶじゃぶ池』が再開みた
い！浅めだから、小さい子も安心。水遊びの用意
をして LET‘S GO！ (※再開準備中。開催時
期は HP で確認してね)。売店でお昼ご飯買って
もいいし、一日楽しめちゃうから、パパママは
体力の覚悟してね（笑）

[子育て支援拠点] ★檸檬の木

平日 9：30-14：30（祝休み）
池場 4－303－3 階
080-9733-2676

園庭開放
✿島田幼稚園
・ひろば
月～金園庭開放（祝日除く）
10:00-11:30 要予約 1 日 3 組
島田黒石 507
802-5256
✿ひばり幼稚園

Kodomiru コドミル
Kodomiru 文庫
塩釜神社付近
http://www.kodomiru.com/

★天白生涯学習センター
天白町大字島田字黒石 4050
052-802-1161
●天白おもちゃ図書館「ぽけっと」
毎月第 1 土 13:30-15:30
（5･８･10･１月は休館）
問 天白社会福祉協議会ぽけっと事務局
○
052-809-5550
●てんぱくおもちゃ病院
第１土(5･8･10･1 月は休診)
13:30-15:00
●幼児教室「えくぼサークル」
火･金の週 1 回(午前中 1 時間)
問 090-9129-5748
○
●託児グループうさぎ
定例会･託児付講座開講日 他
会費制

問 天白生涯学習センター
○

てんぱくプレーパーク
火-金 10:00-17:00
天白公園内
090-2348-8521
https://tenpaku-playpark.net/
高坂小学校区
島田第一保育園
電話相談: 月-金 9:00-17:00（祝休み）

[エリア支援保育所]

高坂町 93

専 052-803-5745
○

しまだ小学校区
ともだち文庫
御前場集会場 御前場町 31
毎週土 10:00～11:30

✿子育て支援センター
月～金園庭開放（祝日除く）
島田第一保育園
10:00-15:00
｢キッズひろば(水曜)｣各 5 組
利用の方は当日朝、問い合わせ
｢にこにこルーム(平日)｣各１組
してください。
｢にこにこホール(平日)｣各 5 組
久方 1-147
｢園庭開放(平日)｣各 10 組
801-5411
予約 9:00-1５:３0(平日)
高坂町 93
805-1212
✿子育て支援センター音聞山保育園
「支援ルーム」3 部制/各 3 組
月-金(祝日除く）9:30-14:30
音聞山 1613 ※お休み
832-6455 8/10～/16

山根小学校区
幼児教室
「幼稚園ごっこ」

菅田 2-1403
052-806-2671
野並小学校区
[子育て応援拠点]

★マーガレットま～ま
月･木･土:9:00-15:00（祝休み）
水･金 :9:00-17:00
野並 2-104
052-875-4550

月 mon

火

2022(令和 4)年 7 月 20 日 8 月号 発行 名古屋市天白区子育て応援拠点マーガレットま～ま

こども園
「遊戯室開放」
10:00～11:00
8

9

「すくすくサロン」
毎月第４水 10:30-11:30
3 か月から２歳くらい
植田北コミセン
(鴻の巣 1-203)

植田東
植田南

植田東小学校区

平針

問 区役所民生子ども課
○

平針南

807-3891

毎月 1 回火曜日 10:00-12:00
梅が丘記念館(梅が丘 4−1625)
問 区役所民生子ども課
○

植田小学校区

一本松 1-517
052-803-3158

807-3891

原小学校区

子育てサークル

[エリア支援保育所]
★平針原保育園

「りんごあめ」
火･水クラス月３回
植田コミセン
(元植田 2-301)

23

「遊戯室開放」

２9

めばえ保育園
●9:00～12:00
｢パパおしゃべり会｣4 組
●13:00～15:00
｢0 歳赤ちゃんの日｣4 組

30 にじいろ｢ママの簡単

※予約:前日 9 時～
植田幼稚園｢ひよこの会｣
名古屋植田ケ丘こども園
“水遊びしましょう”
9:30～11:00
友達広場｢はみがきのお話｣
参加費￥20010:00～11:00/１０組
持ち物：上靴(親子)、水筒

月～木（週２日から）
植田中央公民館(植田 1-304)

月～金（月１回土開所・月 1 回平日休み・㈷休み）
10:00-15:00
予約制
植田 3-109 アーストンビル 201 号
052-875-7575

問 区役所民生子ども課
○

問 english@hello.nifty.jp
○

★めばえ保育園

電話相談:月-金（祝休み）
9:00-17:00
専 052-802-2188
○
支援センター「ひなたぼっこ」
月-金 9:00-12:00
/13:00-15:00
平針 1-1808
052-802-2188

情報はこちら⇒

栄光八事幼稚園
おひさま広場（園庭開放）
八事裏山 122
832-8221

月～金 10:00-19:00
土
10:00-15:00
日祝日 休み
天白区植田 1-2102
サンパレス植田 1 階
052-875-7555

植田南学区子育てサロン

★天白スポーツセンター
第１･３金休み
(祝日は開館)
植田 3-1502
052-806-0551
平針南小学校区

[エリア支援保育所]
うえのいけ

★天白区在宅サービスセンター
原 1-301
原ターミナルビル 3 階
●天白区社会福祉協議会
052-809-5550

★上ノ池保育園

電話相談:月-金（祝休み）9:00-17:00
専 052-801-9399
○
平針南 1-114

052-801-9388

SUN

7

19

※０歳～鑑賞できます
14

13

20 きゃら｢月 1 土曜開所日｣ 予約

ストーリー
テリングとは
本をみないで、
みみできく
おはなし会

21
にじいろ
「おもしろ文庫」平針南コミセン
｢パパの会｣
10:00～12:00
※おはなし会（ストーリーテリング） 9:30～11:30/6 組
対象 5 才～/11:00～11:30/5 名 パパさんとお子さん
※予約:前日 9 時～
｢自動車図書館｣
２7

14:00～16:00 植田焼山公園
｢おもしろ文庫｣

平針南コミセン 10:00～12:00
にじいろ
｢天白おもちゃ図書館｣
生涯学習センターにて
9:30～12:00 /予約不要

２8 にじいろ
｢ワーキングママ育休
ママおしゃべり会｣
9:30～11:30/6 組
パパさんとお子さん
※予約:前日 9 時～

暑～い夏を【時短レシピ】で乗り切ろう！
名古屋友の会さん伝授！レンジでチンの楽々メニューを
ご紹介します♪

交流サロンきゃらっぱ

[子育て支援拠点] ★きゃら

ママといっしょにたのしくえいご
毎週木曜日 11:20-12:00
植田 3-1601
(日映文化ホール・スタジオ)

にじいろ
｢プレママさん集まれ｣
9:30～11:30/６組
妊婦さんとその家族
※予約:前日 9 時～

「自動車図書館」
旧平針郵便局
10:00～11:00

レンジに入れちゃえ
ば、あとは放ったらか
し～♪暑いコンロ前に
立たなくていいから楽
ちんだね(^^)

10:00～11:00

保育サークル「どろんこ」

日

にじいろ
｢プレママ＆
0 歳赤ちゃんサロン｣
10:00～12:00
9:30～11:30/5 組
※予約:前日 9 時～
「自動車図書館」三郎廻間第一公園
天白文化小劇場
10:00～10:50
『お盆玉コンサート』

２6

★会終了後、
幼稚園説明会あり
★園見学可(5 名)

問 090-5458-0727
○

SAT

天白文化小劇場『キッズのはじめてジャズライブ♪』～0.1.2 シアター～
なかなかコンサートに行けない赤ちゃんや子育てに奮闘中のパパとママ。赤ちゃんや子どもと一緒
に楽しめるジャズライブは、いかがですか？楽しい音楽をお届けします♪
♡当日キャンセル OK！授乳スペース、おむつ替えシートもご用意しています♡
【日時】9／23(金・祝)①11：30 ～ 12：30 ②14：30 ～ 15：30
【料金】全自由席：ペア 1,000 円､シングル 700 円 ※入場料金は 0 歳児から必要となります。
※０歳～鑑賞できます♡天白文化小劇場 806-8060

9:30～11:30/6 組

木クラス 月３回
平針新公民館(向が丘１-６1０)

平針北小学校区

土

31

リフレッシュストレッチ｣

子育てサークルりんごあめ

052-807-3891

25

「遊戯室開放」

「赤ちゃんルームチルチル・ミチル」
火 10:00-11:30 月 3 回 植田南学区在住者
月齢によって参加日が異なります。
植田南コミセン(植田 1-810)

12

㊗山の日

栄光八事幼稚園「新聞で遊ぼう」
9:30～10:20/予約
052-832-8221

10:00～11:00

平針小学校区

植田南小学校区

問 090-5116-2675
○

24

名古屋植田ケ丘こども園

原 5-406
052-803-0144

052-807-3891

fri

6
「おもしろ文庫」平針南コミセン

めばえ保育園
｢パパおしゃべり会｣
9:00～12:00
13:00～15:00/各 4 組

専 052-804-5721
○

問 090-5458-0727
○

毎月第 1 金 10:00-11:30 5 か月-1 歳半くらい
植田コミセン(元植田 2-301)

[地域子育て支援センター]

18 にじいろ｢プレママ＆
0 歳赤ちゃんサロン｣
9:30～11:30/5 組
※予約:前日 9 時～

きゃら：お休み

電話相談:月-金 9:00-17:00
（祝休み）

植田学区子育てサロン「すくすくほっとルーム」

問 区役所民生子ども課
○

17

名古屋植田ケ丘こども園

｢うめぴよ｣

専 052-803-3159
○

16

「植田東ぴよぴよ組」
毎月 1 回水曜日 10:00-12:00
梅が丘記念館(梅が丘 4−1625)

原

電話相談:月-金（祝休み）
9:00-17:00

15

22

植田東学区子育てサロン

[エリア支援保育所]
★一本松保育園

11

052-807-3891

平針北

⾦
5

10

問 区役所民生子ども課
○

植田

thu

①11:00～②13:30～

｢自動車図書館｣
平針南コミセン
14:00～16:00

植田北学区子育てサロン

植田北

木
4

にじいろ｢夕やけ広場｣
親子ならどなたでもどうぞ！黄昏泣きの赤ちゃんも
小学生もゆる～く思い思いに過ごせます
16:00～18:00 /予約不要
参加費：登録料¥1,000-・一家族¥200/回

植田北小学校区

大坪

水 wed
3

名古屋植田ケ丘

※プレパパ・ママ、0 歳～３歳までの親子を対象に
した対象にしたイベントや講座、子育て関連情報
を掲載しています。
※要予約以外は基本予約不要です。
※子育てカレンダーは、
★マークのある施設で手に入ります。

東版 対象小学校区

tue

2

8/1

子育て支援センターめばえ保育園
「ひなたぼっこ」月-金(祝日除く）
・9:00-12:00 各 4 組
・13:00-15:00 各 4 組
第二佐久間ビル 102 号
※お休み
要予約
802-2188
8/9～/16

園庭開放
・
ひろば

原幼稚園
園庭開放:月-金（祝休み）
10:00-12:00

★名古屋植田ヶ丘こども園

子育て支援「にこにこ」
園庭開放:月（祝休み）
植田本町２-1310
801-7581

[子育て支援拠点]

日･月･火･木･金(祝休み)
9:30-14:30
※ネット予約⇒

●天白アレルギーの会

問 tableyuu.com
○

問 tenpaku.alle02@gmail.com
○

毎月有料オンライン相談も
しています。

●まんまの会
偶数月 第 3 木曜午前
問 天白保健センター052-807-3913
○

薄切り肉(牛か豚) 30～40g
玉ねぎ 1/4 個
じゃが芋
1個
人参
1/4 本
調味料 しょうゆ２：砂糖１：酒１：みりん１
(作り方) １．耐熱容器に小さめに切った材料を入れる
２．全体がひたる程度に調味料と水を入れる
３．ラップでおおい、さらに蓋をする
４．レンジで１０分加熱し、足りなければ
再加熱しできあがり

利用前に問い合わせください
原 3-107
802-2120

平針南 1-113
★おもしろ文庫
毎週土 10:00～12:00(貸出・返却のみ)
第 2 水 午前 乳幼児の日(ノンタンタン)
※ノンタンタンのみ予約制
問 052-801-3708
○

《レンジで肉じゃが》
(材料)

※実施しない日は開催月の
前月末に HP でお知らせします。

平針南コミュニティーセンター

table 悠

いぶき保育園
ふれあい広場
毎週火 10:00-11:00
植田山 3-1007
789-0551

おなかがすいた時に、サッとご飯が出せると嬉しいですね
レンジで手早くできる簡単レシピ、お肉も野菜もたっぷりです

★にじいろ

★名古屋市いこいの家
てんぱくにじいろ
水（祝日休み）
9:30-14:30 ※予約制
平針南 1-2006/052-807-2720

こんにちは、葡萄の木スタッフの山﨑真優子です。梅雨が明けた途端、猛烈な暑さとなり子育て中
のママにとってはこの夏をどう乗り越えようか…と頭を悩ませているのではないかと思います。
もう夏の予定はお決まりですか？旅行、帰省、お出かけなどと少し遠出をしようと計画されている
方もいらっしゃいますよね♪
私も「北海道に行きたい！」と思いつつも一歳の娘を連れて 1 時間半飛行機に乗るのは、想像した
だけでもどっと疲れるなあと躊躇してしまっています。
しかし、代表の林が「子どもがいるからって何でもかんでも諦めなくてもいいんじゃない？」とよ
く言っており、私自身もその言葉に背中を押され、娘と二人でヨガ、フラワーアレンジ、新幹線、
家族ではコース料理も鉄板料理もラーメンも！色んなことにチャレンジしてみると、意外とできち
ゃいました！回りには手を貸してくださる温かい方々もたくさんいらっしゃり、とても
心強かったです。きっとやってみると何とかなります！やってもないのに無理だと諦めて
しまうのは勿体ないですよね。何でも子どもと一緒に楽しんじゃいましょう♡
ということで、早速北海道旅行計画してみます！笑
皆さんも暑さに気を付けながら、素敵な夏をおすごしください。

✿✿✿各団体・施設により利用の際の条件が異なります。お出かけの前にお電話やＨＰなどで確認してください。また、コロナウイルスの感染拡大の状況により、急遽中止になる場合もございます✿✿✿

