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
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2022(令和 4)年 8 月 20 日 9 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
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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

3ともだち文庫 4
10:00～11:30
♬読み聞かせ
14:30-17:30 予約制
音聞山保育園
【日時】9/26・10/3・10/17・10/24(月)全 4 回
八事東
ふたばサロン
【10 月の一時預かり】1 回目予約開始日
あります♪
初回⇒
【場所】出張ま～ま(元八事 3-23) 【定員】8 人
天白保育園
｢園庭開放｣11:00～12:00
info@kodomiru.com
10:00～11:30
【費用】講座・託児(6 か月以上)共に無料/6 か月未満の赤ちゃ
「自動車図書館」池見公園
天白
登録料¥100
0～2 歳程度
んは、一緒に講座参加 ※マーガレットま～ま 875-4550
10:00～11:00
八事東小学校区
までの親子/10 組
島田第一保育園｢キッズひろば｣
山根
5
6
7
8
9
11
天白児童館「親子体育」 10
島田第一保育園
[子育て支援センター]
しまだ
9:30～10:15・10:45～11:30 /各 5 組
10:30-11:30/当日先着 10 組
｢のなみっ子広場｣野並コミセン
｢よちよちの日｣5 組
ともだち文庫
音聞山保育園
音聞山保育園｢あそぼう会｣
10:00
～11:30/15 組
2
歳以上の幼児と保護者
11:00-11:45
“保育園のおはなし” 10:00～11:30
10:00～11:30
野並
｢自動車図書館｣13:45-15:15
電話相談:月-金 8:30-17:00
※上履き(親子とも)
相生
対象：歩き始めのお子さん
区役所民生子ども課より
高坂
野並・かがみ整形外科駐車場
天白図書館/8 組(当日先着)
専 052-832-7701
○
マーガレットま～ま
天白図書館「おはなし会」15:30～16:00
「赤ちゃんからのおはなし会」
天白児童館｢幼児のつどい｣
♥「多胎っ子ひろば」
15 名(当日先着)/幼児と保護者
支援ルーム:月-金（祝休み）
10:30～10:50/11:10～11:30
♥コドミルえほん相談室
天白児童館｢たのしいリトミック｣
10:30-11:30 / 当日先着 10 組
9:30-14:30
10:30～
10:30～11:30 / 当日先着 10 組
檸檬の木
10:30～11:30
[子育て応援拠点]
1 歳以上の幼児と保護者
出張ま～ま(元八事 3-23)
音聞山 1613
1 歳以上の幼児と保護者※オンライン同時配信
コドミルえほん相談室
★マーガレットま～ま
Kodomiru コドミル
052-832-6455
12
13 ｢自動車図書館｣
14 てんぱくプレーパーク「森のひろば」
15
16
17
18
マーガレットま～ま
出張ま～ま
音聞山保育園
Kodomiru 文庫
相生山団地 14:00～16:00 10:00～/予約不要/親子で一回¥700/要 HP
毎週月・木（祝休み）
【10 月の一時預かり】2 回目予約開始日
｢園庭開放｣11:00～12:00
塩釜神社付近
天白児童館
天白児童館｢あかちゃんタイム｣
●てんぱくおもちゃ病院
檸檬の木
マーガレットま～ま
天白児童館｢ちびっこ体操｣
9:30-14:30
｢絵本であそぼう｣乳幼児向
10:30-11:30 /0 歳児と保護者/10 組
http://www.kodomiru.com/
天白児童館「親子体育」
「振替開所の日」
第 3 水(園行事に準ずる)
10:30～11:30
｢離乳食講座｣
10:30～11:00/5 組
※申込 8/30(火)10:00～窓口(先着 5 組)か電話
元八事 3-23
10:30-11:30/当日先着 10 組
天白図書館「おはなし会」15:30～16:00
10:00-11:30
0
・
1
歳児と保護者
/
10
組
9:30～14:30
★申込スタート！
10:30-11:30
090-5032-4522
2 歳以上の幼児と保護者
10:00～窓口か電話
15 名(当日先着)/幼児と保護者
※申込 9/2(金)10:00～窓口か電話
マーガレットま～ま
※
上履き(親子とも、動きやすい
天白児童館
天白小学校区
島田第一保育園｢キッズひろば｣
てんぱくおもちゃ病院
｢離乳食を学ぼう｣後期完了期
服装（こどもは大きめの
★天白生涯学習センター
9:30～10:15・10:45～11:30 /各 5 組
10:00～12:00
10/4(火)10:30～11:30
★天白区役所・天白保健センター
名前入り）をご準備ください
天白町大字島田字黒石 4050
音聞山保育園｢あそぼう会｣
10:00
～
11:30/15
組
出張ま～ま(元八事
3-23)
乳幼児と保護者/6 組
島田 2-201
052-802-1161
島田第一保育園｢キッズひろば｣
島田第一保育園｢ぴよぴよの日｣ ２3 ㊗秋分の日
20
21
22
２4
25
19 ㊗敬老の日
区役所民生子ども課:052-807-3891
●天白おもちゃ図書館「ぽけっと」
9:30～10:15・10:45～11:30 /各 5 組 10:00～11:00/2 組対象：ねんねの子
保健センター:052-807-3913
天白児童館「振替休館」 音聞山保育園｢あそぼう会｣10:00～11:30/15 組
毎月第 1 土 13:30-15:30
対象：ねんねのお子さん
天白児童館｢幼児のつどい｣
天白図書館「おはなし会」15:30～16:00
10:30-11:30 / 当日先着 10 組
（5･８･10･１月は休館）
1 歳以上の幼児と保護者
15 名(当日先着)/幼児と保護者
9/30(金)10:00～
[子育て支援拠点]
問
天白社会福祉協議会ぽけっと事務局
檸檬の木：お休み
○
申込スタート！窓口か☎
天白児童館｢たのしいリトミック｣
天白図書館「東海学園大学保育専攻の
10:30～11:30 / 当日先着 10 組
木本有香先生によるおはなし会」
10/20(木)｢ちびっこ体操｣ ★天白児童館
052-809-5550
火-日 8:45-17:00
1 歳以上の幼児と保護者※オンライン同時配信
10:30-10:50・11:10～11:30
10:30～11:30
●てんぱくおもちゃ病院
各 8 組/6 か月～3 歳児と保護者
てんぱくプレーパーク「森のひろば」
(月･祝･月祝の翌日休み)
0・1 歳児と保護者/10 組
第１土(5･8･10･1 月は休診)
申込 9/11(日)～図書館に電話
10:00～/予約不要/親子で一回¥700/要 HP
池場 5-1801
13:30-15:00
26 島田第一保育園
27
28 てんぱくプレーパーク「森のひろば」
29
30
052-805-4129
｢よちよちの日｣5 組
まだ暑さも残りますが、セミの大合唱から秋
●幼児教室「えくぼサークル」
10:00～/予約不要/親子で一回¥700/要
HP
天白児童館｢ミニ屋内遊園｣
★申込スタート！
11:00-11:45
の虫の声にバトンタッチの季節！
場所:天白スポーツセンター第 1 競技場
火･金の週 1 回(午前中 1 時間)
島田第一保育園｢キッズひろば｣誕生会♡
対象：歩き始めのお子さん 10:00～窓口(5 組)か電話
10:30～11:45 出入り自由
★天白図書館
天白の子育て支援団体が集まって企画盛り
天白児童館
参加費：無料
9:30～10:15・10:45～11:30
/各
5
組
マーガレットま～ま
問 090-9129-5748
○
乳幼児と保護者
火-土 9:30-19:00
沢山で準備中の【てんぱく子育てフェア
｢あかちゃんタイム｣
天白児童館｢ちびもも｣10:30～11:30
対象:未就園児と保護者、プレママプレパパ
「NP 完璧な親なんていない」
●託児グループうさぎ
日･祝
9:30-17:00
“体育室で自由に遊べます♪”
2022】只今、絶賛予約受付中です！まだ間
～歯科衛生士による話他～
先着 10 組/0・1 歳児と保護者
午前の部①9：30～11：30
10:00～12:00/8 人/1 回目
定例会･託児付講座開講日 他
10/12(水)10:30-11:30
(月祝の翌日･平日第 3 金休み)
に合いますよ～。是非、わくわくの企画に期
コンビカー、フープ、
※申込 9/15(木)10:00～窓口か電話
出張ま～ま(元八事 3-23)
午後の部②13：00～15：00150 組)
0 歳児と保護者/10 組
横町
701
待してね！
編集担当：松浦久美
会費制 ○
問 天白生涯学習センター
“ももやま”によるリズム体操やわらべうた 予約フォームから予約してね
ボールなどで体を動かそう
講座・託児共に無料
052-803-4188
初めから一人前の親なんていないよね。だからこそ一緒に子育て！

9/1

⾦

コドミル文庫

マーガレットま～ま

2

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

一時預かりの概要

急遽中止になる場合もございます✿✿✿

ま～まと
近隣区子育て
応援拠点の紹介

応援拠点
南区
momo
瑞穂区
まぁぶる

昭和区
こころと
天白区
マーガレット
ま～ま

【対象】パパママが名古屋市の住所で、保育所等に入所していな
い 3 歳児ちゃん(満 3 歳になった後の 3 月 31 日までの子ども)
が利用できるよ。
※幼稚園の満３歳児クラス入園のお子さんは、利用対象です。
【受付・利用方法】名古屋市内に 11 カ所(R4.8 現在)あるどの
応援拠点の一時預かりも選択できますが、利用したい応援拠点
の利用履歴が必要なので、初めての方は一度遊びに行ってみて
ね。1 ヶ月に 3 回まで予約ができます。(例：ま～ま 2 回と
momo1 回で計 3 回、も可)
キャンセル待ちの受付もしてます。
予約方法や開設時間は各拠点によって違うので、気を付けてね。
【受付期間】毎月、月初日に翌月の予約がスタートします。(9 月
1 日に、10 月分の予約ができます)

託児の預かり時間
9：30～15：30
(休)月・日・祝
9：00～15：00
(休)水・日・祝

9：00～15：00
(休)水・日・祝
9：00～15：00
(休)火・日・祝

予約方法
TEL にて予約受付
1 回目予約→1 日(月初日)
2，3 回目予約→2 日
TEL にて予約受付
1 回目予約→1 日(月初日)
2 回目予約→2 日、3 回目予約→3 日
※11 月分の予約からは Web 予約に変わります。
予約システム（Air リザーブ）にて
予約受付
TEL にて予約受付
1 回目予約→1 日(月初日)
2 回目予約→15 日、3 回目予約→16 日

一時預かりの理由はそ
れぞれ。
リフレッシュを目的と
しているので理由は問
いません。が！お迎え
のパパママにちょっと
聞いてみたよ。
皆さん、思い思いに時
間を過ごしているみた
い～( *´艸｀)
実際に一時預かりを利
用したママの生の声
が、右記『てんぱく
mama 日記』にも掲載
してます！

★美容院にいきたくて。
でもコロナで休業ガーン（笑）
★パパとお出かけ♡
★ママ友と預かり日を合わせて
ランチ！
★子どもがいない間に、
ひたすら掃除(^^;)
★結局気になってソワソワ
して１日おわりました（笑）
★予定を詰め込みすぎて
母クタクタ( ;∀;)

「子育ては親育て、一緒に楽しく育てよう」
[子育て支援拠点] ★檸檬の木
こんにちは、天白区に住む２歳児の母です。（今育休中ですが、中学校で教員をしてい
ます。）朝夕は少しだけしのぎやすくなった気がしますが、みなさんはいかがお過ごしで
すか。私は少し前まで、「娘の発語が遅いな」と悩んでいました。（「ママ」「わんわ
ん」など言わなかったです。）しかし、この１、２か月で驚きの成長を見せ「おかあさ
ん、ごはん、じゅんびしてるー」となんとなく文章で話をするようになりました。子ども
の成長は驚異的で、「悩んでいた時間は無駄だった」と反省しました。特に「一時預か
り」を利用するようになってからよく感じます。
最初、「一時預かり」について興味はあったものの、「まだ小さいのに、・・・。」
「周りの理解を得られるかな。」とためらっていました。でも、「マーガレットま～まな
ら遊びに行き慣れた場所で、よく知っているスタッフさんがいるから、安心して預けられ
るよ。」と子育て支援拠点で出会ったお母さんたちに教えてもらい、勇気を出して遊びに
いくことができました。ためらっていたことを後悔しました。スタッフのみなさんに愛情
いっぱいに接してもらい、私も娘も大満足で、心配することは何一つありませんでした。
今では預かってもらう日に、娘は「マーガレットま～ま、行く」と楽しみにしています。
私が教えていないことも教えてもらってできるようになって驚くこともあります。また、
最近は民間の保育園の「一時預かり」も利用し、定期的に娘と離れることで「一緒にこん
なことやってみたいな」など、一緒に過ごす時間を改めて見直すことができ、以前よりも
娘と向き合う時間を大切にできるようになった気がします。
教育について長年勉強して仕事はしてきましたが、当然親としては初心者です。睡眠のこ
と、食事のこと、成長のこと・・・悩みは尽きません。ただ一人で悩むことで良い結果にな
ることは少ないと気づ
きました。子育て支援拠点や保育園は、スタッフの方とおしゃ
べりをしているうちに一人で悩んでいたことも忘れさせてくれるし、自分の気づいていない
娘の成長に気づいてくれることもたくさんあります。
「子どもも親も地域に育てられている」
ということを認識して、楽しく娘と向き合うことができるようになりました。私たちはこん
なにもたくさんの心強い仲間がいて、育ててもらっている。みなさんもぜひ天白区で一緒に
「子育て」を思う存分楽しみましょう！

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
園庭開放:月～金 (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

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
[エリア支援保育所]

島田第一保育園
電話相談: 月-金 9:00-17:00（祝休み）
高坂町 93

✿子育て支援センター
園庭開放:月～金(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 2 組
してください。
｢遊戯室開放(平日)｣各 5 組
久方 1-147
801-5411
｢園庭開放(平日)｣各 10 組
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 9/28～/29

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

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

※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

植田北学区子育てサロン

「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)

植田北

問 区役所民生子ども課
○

植田
植田東

052-807-3891
植田東小学校区

平針北

植田東学区子育てサロン

「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

平針南

植田小学校区

専 052-803-3159
○
一本松 1-517
052-803-3158

原小学校区

子育てサークル

電話相談:月-金（祝休み）
9:00-17:00

[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)

電話相談:月-金 9:00-17:00
（祝休み）

19

㊗敬老の日

問 090-5458-0727
○

栄光八事幼稚園
「おひさま広場」園庭開放
10:30-12:30/予約

27

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

「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)

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)

問 区役所民生子ども課
○

問 english@hello.nifty.jp
○

平針 1-1808
052-802-2188

神田公園 14:00～16:00
8

9

植田幼稚園｢ひよこの会｣

052-807-3891
平針北小学校区

★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

「おもしろ文庫」

「おひさま広場」園庭開放

平針南コミセン

10:30-12:30/予約

10:00～12:00

9:30～11:00
★会終了後、
幼稚園説明会あり
参加費￥200★園見学可(5 名) 持ち物：上靴(親子)、水筒

園庭開放
・
ひろば

[子育て支援拠点]

日･月･火･木･金(祝休み)
9:30-14:30
※ネット予約⇒

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。

問 天白保健センター052-807-3913
○

※予約:前日 9 時～

にじいろ
｢パパの会｣
9:30～11:30/6 組
パパさんとお子さん
※予約:前日 9 時～

子どもが元気に遊んでくれるのはとってもうれしいこ
と！でも気づけば部屋中おもちゃでいっぱいですよね。
片付けまでが遊びと考え、大人も一緒にしてみません
か？ブロックのかご、ミニカーのかご、おままごとのか
ご、とおおまかに分けて、「どのかごに入れたらいいか
な？食べ物はこちらでーす」など、遊びを取り入れると子
どもも喜んで片づけることができます。かごは両手付き
がオススメ、少し重いものでも頑張って運べます。最後は
ママのありがとう！とハグでおしまい♪

まつうら

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

●天白アレルギーの会

9:30～11:30/5 組

はじめまして。いきいき支援センターって、お年寄りの方の為の窓口というイメージがあ
るんですが、いきいき支援センター・・・とは？スタッフさんも若い方が多いんですか？

※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

●まんまの会
偶数月 第 3 木曜午前

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

原幼稚園
園庭開放:月-金(祝休み)
10:00-12:00

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

問 052-801-3708
○

0 歳赤ちゃんサロン｣

いきいき支援センターは名古屋独自の愛称で、全国的には「地域包括
支援センター」のことです。20～40 代のスタッフも多いですよ！
まだ、ピンとこないというか、、、子育てママと何か関係しているのでしょ
うか？でも同じ世代のスタッフさんが多いと、話しやすそうですね！

★名古屋植田ヶ丘こども園

table 悠

にじいろ
｢プレママ＆

30 「自動車図書館」
旧平針郵便局 10:00～11:00
栄光八事幼稚園
「おひさま広場」園庭開放
10:30-12:30/予約

片づけまでが
遊びの時間、
おおまかに分けて
ママも一緒にお片づけ

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

SUN

15 にじいろ｢プレママ＆
16 栄光八事幼稚園/予約
17 きゃら｢月 1 土曜開所日｣ 予約 18
「おひさま広場」園庭開放
「おもしろ文庫」平針南コミセン
0 歳赤ちゃんサロン｣
10:30-12:30/予約
9:30～11:30/5 組
10:00～12:00
ストーリー
※おはなし会（ストーリーテリング）
※予約:前日 9 時～
テリングとは
対象 5 才～/11:00～11:30/5 名
にじいろ
｢自動車図書館｣
本をみないで、
“子連れ防災について考えよう”
14:00～16:00 植田焼山公園
みみできく
12:00～14:00/6 組
にじいろ｢天白おもちゃ図書館｣
おはなし会
※予約:前日 9 時～
9:30～12:00 /予約不要
「自動車図書館」 ２3 ㊗秋分の日
｢おもしろ文庫｣
22
２4
２5
高坂公園
平針南コミセン 10:00～12:00
天白文化小劇場
10:00～11:00
「自動車図書館」
『♪キッズのはじめて
めばえ保育園
三郎廻間第一公園
「園庭であそぼう」(園庭へ)
ジャズライブ♬』
10:00～12:00
10:00～10:50
①11:30～②14:30～
「ひなたであそぼう」
※０歳～鑑賞できます
13:00～15:00

“音の出るおもちゃ作り”

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

日
4

11

052-832-8221

(直接郷の島公園へ)

13:00～15:00

10
栄光八事幼稚園

「公園であそぼう」
9:45～11:00

SAT

｢自動車図書館｣

29

「ひなたであそぼう」

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

支援センター「ひなたぼっこ」
月-金 9:00-12:00
/13:00-15:00

｢自動車図書館｣
平針南コミセン
14:00～16:00

交流サロンきゃらっぱ

月～木（週２日から）
植田中央公民館(植田 1-304)

専 052-802-2188
○

9:30～11:00/参加費￥200-

28

木クラス 月３回
平針新公民館(向が丘１-６1０)

[子育て支援拠点] ★きゃら

土

3
「おもしろ文庫」平針南コミセン

情報はこちら⇒

問 090-5458-0727
○

fri

10:00～12:00

めばえ保育園

にじいろ｢絵本のある暮らし
～3 歳までに 1 万冊は本当
に必要ですか？～｣
9:30～11:30/6 組
※予約:前日 9 時～

保育サークル「どろんこ」

電話相談:月-金（祝休み）
9:00-17:00

“スタンプで遊びましょう”
持ち物：上靴(親子)、水筒

子育てサークルりんごあめ

052-807-3891

★めばえ保育園

21
植田幼稚園｢ひよこの会｣

にじいろ：お休み

平針小学校区

植田南小学校区

[地域子育て支援センター]
あごや

⾦
2

◆子育てサークル“りんごあめ” 090-5458-0727 ：佐藤
◆保育サークル“どろんこ” 090-5116-2675 ：磯部
◆親子サークル“えくぼサークル” 090-9129-5748 ：山口
◆自主保育グループ“ももやま”9/9・16・27『無料体験会』
問momoyamayouzi@yahoo.co.jp 9:30～13:00
○

20

原 5-406
052-803-0144

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)

問 090-5116-2675
○

thu

9/1

専 052-804-5721
○

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
○

木

「自動車図書館」
6
7
栄光八事幼稚園
姥ケ崎公園 10:00～10:50
「おひさま広場」園庭開放
植田幼稚園｢ひよこの会｣
★会終了後、
10:30-12:30/予約
“キラキラペットボトル作り”
幼稚園説明会あり
名古屋植田ケ丘こども園 9:30～11:00/参加費￥200★園見学可(5 名)
持ち物：上靴(親子)、水筒
「園庭開放」
栄光八事幼稚園/予約
14:00-15:00
「おひさま広場」園庭開放
12
13
14
栄光八事幼稚園
きゃら：お休み
「おひさま広場」園庭開放
栄光八事幼稚園
10:30-12:30/予約
「おひさま広場」園庭開放 「おもしろ文庫
10:30-12:30/予約
名古屋植田ケ丘こども園
ノンタンタン(乳幼児の日）」
10:15～12:00/平針南コミセン
「園庭開放」
予約 2 部制⇒
14:00-15:00

にじいろ｢振替開所の日｣
9:30～14:30
※｢プレママさん集まれ｣
問 区役所民生子ども課 807-3891
○
9:30～11:30/６組
妊婦さんとその家族
｢うめぴよ｣
※予約:前日 9 時～
毎月 1 回火曜日 10:00-12:00
２6
栄光八事幼稚園
梅が丘記念館(梅が丘 4−1625)
「おひさま広場」園庭開放
問 区役所民生子ども課 807-3891
○
10:30-12:30/予約

平針

[エリア支援保育所]
★一本松保育園

水 wed

5

植田北小学校区

植田南

tue

親子サークル随時受付中！！

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

2022(令和 4)年 8 月 20 日 9 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

大坪

火

★にじいろ

例えば、親の介護と子育ての W ケアで悩んでるママ、まだ親は元気だけど実家
が遠方で何かあってもすぐに行けないから心配、などの困り事や不安事はあり
ませんか？いきいき支援センターでは、相談に応じて、一緒に解決策を考えた
り、名古屋市外の地域包括支援センターにつないで、自治体ごとのサービスにつ
いて情報提供をしています。今は困ってないけど、近い将来、慌てなくて済むよ
うに、今のうちに色んなサービスや情報について知っておくのも安心ですね。
まさに、なんでも相談室ですね！

9 月 19 日は敬老の日。
じーじばーばが大好きな名古
屋っ子ママなら、じーじばーばの
こと、気にかけてて心配してるマ
マや、高齢出産で親の年齢も高め
だな～ってママもいるかな？
家族の為に、ちょっと知って
おくと安心かも♡

★名古屋市いこいの家
てんぱくにじいろ
東部いきいき支援センター
水（祝日休み）
分室でお話をききました
9:30-14:30 ※予約制
平針南 1-2006/052-807-2720

✿✿✿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✿✿✿

人それぞれ状況やお悩みの内容は違うの
で、まずはお話を聞かせてくださいね。

マーガレットま～まの一時預かりを利用しながらご家族の通院をされてい
る方もいらっしゃいました。そんな方にぜひ利用していただきたいですね。

子育てしながら親の介護をしている方、
お悩みやお困りごと ありませんか？
認知症、介護保険、施設など…。
親の介護についてお悩みや気になることがあれば、
高齢者の相談窓口「いきいき支援センター」まで
お気軽にご相談ください。

天白区東部・西部いきいき支援センター
月-金（祝休み）9:00～17:00
東
部：052-809-5555（ 原 1 - 3 0 1 - 3 F ）
東部分室：052-808-5400（ 原 5-1303-1F）
西
部：052-839-3663（大坪 2-604-2F）

陸川さん

