月 MON

火 TUE

水 WED

木 THU
1

【講座の予約 TEL と場所】

（052-875-4550）天白区元八事 3-23
5 ☆出張ま～ま 9:30～14:30 6
ねんころちゃん Time10～11 お休み

7

ママヨガ 10:30～(＠檸檬の木)
♡多胎っ子ひろば＆お譲り会
10:30～(＠出張ま～ま)

お外ま～ま
10:00～11:00
＠郷下公園
(現地集合)

8

リズムでわくわく
10：30～/15 組(＠檸檬の木)

親子で音楽遊び/6 組
10：30～11：00
(＠出張ま～ま 2Ｆ)

16

㊗敬老の日

お休み

お休み

26 ☆出張ま～ま 9:30～14:30 27

ねんころちゃん Time
10:00～11:00

お休み

リズムでわくわく
10：30～/15 組(＠檸檬の木)
「NP 完璧な親なんていない」

２2

お外ま～ま
10:00～11:00
＠郷下公園
(現地集合)

お外ま～ま
10:00～11:00
＠郷下公園
(現地集合)

23

☆出張ま～ま 9:30～14:30

28

18

防災訓練
11:00～

お休み

壊れちゃった
大切なオモチャ
をなおして
くれるよ♡

(＠出張ま～ま)
２1

17

10 月の 2 回目
予約開始

おもちゃ病院 10:00-12:00
20

１1

ま～まちゃん Time
10:00～11:00

9/15★一時預かり★

お外ま～ま
10:00～11:00
＠郷下公園
♥ミシン CLUB♥
(現地集合)
10:00～12:00/3 組

10：30～11：30

10

お休み

15 ☆出張ま～ま 9:30～14:30

14

離乳食相談会
19

9

☆出張ま～ま 9:30～14:30

【のなみっこ広場】
10:00～11:30
(＠野並コミセン)
区役所民生子ども課より
“保育園のおはなし”

えほん相談室

13

4

お休み

親子で音楽遊び/6 組
10:30～11:00(＠出張ま～ま 2Ｆ)

10:３0～11:３0(＠出張ま～ま)

☆出張ま～ま 9:30～14:30 お休み
ねんころちゃん Time
10:00～11:00

3

日 SUN

☆出張ま～ま 9:30～14:30

＠出張ま～ま(武道カルチャーセンター)：

１2

土 SAT

2

★一時預かり★
10 月の 1 回目予約開始

＠檸檬の木： （052-875-4550）天白区池場 4-303

Kodomiru

⾦ FRI

㊗秋分の日

24

25

お休み

お休み

29

30

☆出張ま～ま 9:30～14:30

ま～まちゃん Time
天白スポーツセンター第 1 競技場 10:00～11:00

10:00～12:00/8 人/1 回目

参加費：無料

♥ねんころちゃん Time(０歳〜あんよを始めた１歳までの⼦が対象の時間):スタッフと手遊びなど親⼦ふれあい遊び♬があるよ
♥40 ま～まちゃん Time(40 歳あたりのママとお⼦さんが対象の時間):同世代のママ同士で、いろいろおしゃべりして楽しもう
★ほかの月齢の⼦は、別の部屋で遊ぶことができます。変わらず、遊びに来てね★

オンライン(予約制・無料)

・親⼦共、⾃宅で検温してから遊びに来てね。
・⼊室前には⼊⼝に設置してある消毒液をご利⽤ください。
・ご家族に体調の悪い⽅がいる場合、ご利⽤をお控えください。
・

お出かけ前にお電話ください。

♪混雑しないようにスタッフが配慮しますね。

個別相談︓どんな事でも⼤丈夫。ご⾃宅からお気軽に相談できます。
おしゃべり広場︓14︓00〜14︓30

⾃宅に居ながらま〜まの雰囲気を楽しみませんか︖

ミーテイングＩＤ︓4486463041

パスワード︓お電話で予約頂いた時にお伝えします。
♡オンラインは無料アプリ【ＺＯＯＭ】を使⽤します。
♡通信料がかかりますので、Ｗｉ-ｆｉ環境をおススメします

マーガレットま～まは、プレパパ・ママから概ね 3 歳までの親子が気軽に

❁

集い交流できる場所です。子育て支援員の他、保育士などの資格を持った
子育て応援コーディネーターがいます。
子育てに関するどんな事でも気軽にご相談ください。一緒に考えましょう。

開 設 日 ❁ 月・⽔・⽊・⾦・⼟
開設時間 ❁ 月・⽊・⼟ 9︓00〜15︓00
このプレートが目印❕
水・⾦ 9︓00〜17︓00
住
所 ❁ 天白区野並２丁目１０４
駐 ⾞ 場 ❁ ２台（河村パーキング/野並 2-5）
電 話/FAX❁ ０５２－８７５－４５５０
ＨＰ
❁ https://ameblo.jp/apple-tree-nagoya
メ ー ル ❁ HP のお問い合わせ・LINE よりご連絡ください。
（一時預かりの予約はお電話にてお願いいたします。）
【出張ま〜ま】毎週(月) (木) 9︓30〜14︓30❁天白区元八事３-23 (武道ｶ
ﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ) バス停[島田橋]徒歩３分 6 台❁０９０-５０３２-４５２２

HP

公式 LINE

市営地下鉄桜通線
野並駅①番出⼝より
徒歩 5 分

名古屋市天白区
子育て応援拠点マーガレットま～ま
２０２2 年 ９月
9 月とはいえ名古屋はまだまだ日中暑いですが

朝夕は涼しくなり、風もさわやかに感じるようになりましたね。

真夏は、うちの子 2 人小学生なので遅め 18 時ころから公園で遊んでいたので

夜ごはんだったりズレこみ

大変だったなあ～なぜ行く？だって子どもが｢行こう！行こう！｣だし、やっぱり外でも遊ばせねばっと思ってしまってね。
でも、お外で過ごしやすい季節になり(夜のバタバタも減るであろう)、嬉しいです♥
“お外ま～ま”も再開しますよ～毎週(水)！一緒に野並の郷下公園で遊ぼうよ♪走ろうよ♪お砂場しようよ♪
現地集合で自由集合自由解散♪待ってるよ～おしゃべりしましょ～♡待ってます♡

staff-yukiko

9 月のま～ま✿嬉しいイロイロ!!

再開！
(水)

Nobody’s Perfect ﾉｰﾊﾞﾃﾞｨｽﾞﾊﾟｰﾌｪｸﾄ
～完璧な親なんていない～

毎日の子育て！お疲れ様様です！
初めから一人前の親なんていないよね。
1 人で子育てしていくこともできないよね。
だからこそ！仲間と話し合い、協力しながら、子供と
一緒に成長していこうよ。同じくらいの子を育ててい
る親同士の子どもへの対応や気持ちのシェアを
テーマにした託児付きの講座ですよ～
【日時】9/26・10/3・10/17・10/24(月)全 4 回
10:00～12:00
【場所】出張ま～ま(元八事 3-23) 【定員】8 人
※建物スグ横に P 6 台あります。
午前中に限り、P は受講親子優先とします。
【費用】講座・託児(6 か月以上)共に無料/
※6 か月未満の赤ちゃんは、一緒に講座参加
【講師】荒川直子氏(えがおたいむ代表)

✿お外ま～ま(現地集合)

毎週(水)10:00～11:00 ＠郷下公園
9/5(月) ✿多胎っこひろば＆お譲り会
10:30～12:00＠出張ま～ま
～12:00 多胎っこひろば/12:00～通常広場
ふたごちゃん、みつごちゃん集まろ～う♪
多胎ちゃんの服やグッズを譲り合いっこ♡
揃っててかわいいよね。多胎ちゃんへどうぞ
お譲り品がある方は、持ってきてね

✿Kodomiru えほん相談室
10:30～11:30＠出張ま～ま

石丸さんと一緒に絵本や子育て etc.おしゃべり時間

9/１２(月)✿離乳食相談会

10:30～11:30 ＠ま～ま

Table 悠の高瀬さんに相談できますよ

9/１５(木)✿おもちゃ病院

10:00～12:00＠出張ま～ま

壊れちゃった大切なおもちゃを診てもらおう

(木)

予約したかな？
まだの方は、ご予約を

～

てんぱく子育てフェア 2022
場所：天白スポーツセンター第 1 競技場
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➡

天白区の子育てについての情報が大集結！
大学のお兄さんお姉さんと一緒に

ミュージックパネルシアター
愛知県児童総合センターによる

積み木あそび＆積み木ショー
劇団うりんこのお兄さんたちと遊ぼう！
親子うたあそび等♬
子育て支援者の各ブースでもお楽しみがいーっぱい♪

広場のママ誘って、行こ～よ♡

こんにちは。堀之内杏美です。
７・８月は、水遊び中心に遊んで過ごしていましたが、
９月からは公園遊びにシフトしつつ、みんなといい汗を
かいていこうと思います。とはいえ、まだ残暑で暑い日もあり
ますよね。そんな時は、タライに水をはり遊んだり、公園でどろんこ
遊びや水てっぽう、ジョウロで掛け合いっこしながら、水に気持ち
よく濡れて楽しみます！！(着替え多めにお願いします☺)
先日、常連のけいた君が「絵の具で遊びたい！」と預かりの日に
リクエストをしてくれました。
急きょ、水彩絵の具と小麦を混ぜてフィンガーペイントの用意をし、
広場の子たちと一緒に遊びました。リクエストしてくれたけいた君は
というと・・・伝えて満足しちゃったのか⁈手がよごれるのが嫌だっ
たのか⁈早め切り上げました( *´艸｀) がその分、他のお友達が感触
にハマって楽しんでくれました☺ 「こんなことしてみたい！！」と
リクエストくれたら叶うこともあります。良かったら、
託児スタッフに話してみてね。
それでは９月も元気いっぱいに
遊びましょう！！

