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✿子育て支援センター 

島田第一保育園 

｢キッズひろば(水曜)｣各 5 組 

｢にこにこルーム(平日)｣各 2 組 

｢遊戯室開放(平日)｣各 5 組 

｢園庭開放(平日)｣各 10 組 

予約 9:00-1５:３0(平日) 

高坂町 93 �805-1212 

✿ひばり幼稚園 

園庭開放:月～金(祝日除く) 

10:00-15:00 

利用の方は当日朝、問い合わせ

してください。 

久方 1-147 �801-5411 

園庭開放 
     ・ひろば ✿島田幼稚園 

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 

★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 

●てんぱくおもちゃ病院 

 毎月第 1 土 

13：00～15：00 

西版 対象小学校区 

表山 

八事東 

天白 

山根 

野並 相生 

しまだ 

高坂 

2022(令和 4)年 9 月 20 日 10 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 

八事東小学校区 

 

★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 

★天白生涯学習センター 

天白町大字島田字黒石 4050 

052-802-1161 

●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 

Kodomiru コドミル 

Kodomiru 文庫 

塩釜神社付近 

http://www.kodomiru.com/ 

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/ 

音聞山保育園 

電話相談:月-金 8:30-17:00 

○専 052-832-7701 

支援ルーム:月-金（祝休み） 

9:30-14:30 

音聞山 1613 

052-832-6455 

[子育て支援センター] 

島田第一保育園 

電話相談: 月-金 9:00-17:00（祝休み） 

高坂町 93  ○専 052-803-5745 

[エリア支援保育所] 高坂小学校区 

 

幼児教室 

「幼稚園ごっこ」 

菅田 2-1403 

052-806-2671 

★天白児童館 

火-日 8:45-17:00 

(月･祝･月祝の翌日休み) 

池場 5-1801 

052-805-4129 

[子育て支援拠点] 

★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 

[子育て応援拠点] 

天白小学校区 

 

★檸檬の木 

平日 9：30-14：30（祝休み） 

池場 4－303－3 階 

080-9733-2676 

[子育て支援拠点] 

★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 

野並小学校区 

[子育て応援拠点] 

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 

✿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 

�832-6455 

檸檬の木 

「振替開所の日」 

9:30～14:30 

ともだち文庫 

御前場集会場 御前場町 31 

毎週土 10:00～11:30 

しまだ小学校区 

山根小学校区 

ともだち文庫 

10:00～11:30 
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檸檬の木：お休み 

  天白児童館「親子体育」 

10:30-11:30/当日先着 10 組 

2 歳以上の幼児と保護者 

※上履き(親子とも、動きやすい

服装（こどもは大きめの 

名前入り）をご準備ください 

  天白児童館「親子体育」 

10:30-11:30/当日先着 10 組 

2 歳以上の幼児と保護者 

※上履き(親子とも) 

天白児童館「振替休館」 

 

１０/２８(金)10:00～ 
申込スタート！窓口か☎ 

1１/１5(火) 
｢すくすく 

バイオリンコンサート｣ 
10:30～11:00 

乳幼児と保護者/10 組 

島田第一保育園 
｢ぴよぴよの日｣ 

10:00～11:00/2 組 
対象：ねんねのお子さん 

マーガレットま～ま 
♥コドミルえほん相談室 

10:30～出張ま～ま 
♥NP 完璧な親なんていない 

10:00～12:00/2 回目 
出張ま～ま(元八事 3-23) 

天白児童館｢あかちゃんタイム｣ 
10:30～11:30 /0 歳児と保護者/10 組 

※申込９/２７(火)10:00～窓口(先着 5 組)か電話 

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

天白図書館「おはなし会」15:30～16:00 
15 名(当日先着)/幼児と保護者 

音聞山保育園｢あそぼう会｣10:00～11:30/15 組 

てんぱくプレーパーク「森のひろば」 
10:00～/予約不要/親子で一回¥700/要 HP 

マーガレットま～ま 

「NP 完璧な親なんていない」 

10:00～12:00/3 回目 

出張ま～ま(元八事 3-23) 

コドミル文庫 
14:30-17:30 予約制 

初回⇒
info@kodomiru.com 

登録料¥100 

マーガレットま～ま 

【11 月の 

  一時預かり】 

2 回目予約開始日 

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～ 
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！ 
【日時】9/26・10/3・10/17・10/24(月)全 4 回 
【場所】出張ま～ま(元八事 3-23) 【定員】8 人  
【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  
※マーガレットま～ま�875-4550 

nana が選ぶ 

パワースポット 

ヒーラーEMI 

が選ぶパワー 

スポット 

伊勢神宮 
(伊勢市) 

熱田神宮 
(名古屋市) 

竹島 
(蒲郡市) 

 

パワースポットは心地良いと感じる場所が自分の

パワースポットだと思っています。私は悩みがある

時に何気なく行き、なんでそんなことで悩んでいた

のかな？と思うほどスッキリした体験があってか

ら神社好きになりました。 

幸いにもどれも日帰りで行くことができるので、気

分が落ちている時に色々巡ってみるのも気分転換

になっていいですよー！ 

自分にしっくりくる場所をみつけ 

られるといいですね♪  by nana 
熱田神宮 こころの小径 熱田神宮 大楠 

 

竹島(蒲郡) 

過ごしやすい季節がやってきました！ 

秋と言えば、お出かけシーズン！ 

お出かけするなら、パワーチャージなんてど

う！？近場でオススメのパワースポットを、 

子育て支援員の EMI さんと nana さんがこっ

そり教えちゃうよっ(*^^*) 

マーガレットま～ま 

【11 月の 

  一時預かり】 

1 回目予約開始日 

島田第一保育園 

｢よちよちの日｣5 組 

11:00～11:45 

対象：歩き始めのお子さん 

マーガレットま～ま 

「NP 完璧な親なんていない」 

10:00～12:00/4 回目 

出張ま～ま(元八事 3-23) 

音聞山保育園 
｢園庭開放｣11:00～12:00 

  天白図書館/8 組(当日先着) 
「赤ちゃんからのおはなし会」 

10:30～10:50/11:10～11:30 
乳幼児向け 

檸檬の木 10:30～11:30 
コドミルえほん相談室 

  天白児童館「親子体育」 
10:30-11:30/当日先着 10 組 

2 歳以上の幼児と保護者 
※上履き(親子とも) 

天白児童館 
｢絵本であそぼう｣ 
乳幼児と保護者 

10:30～11:00/当日 5 組 

★申込スタート！10:00～ 
窓口(先着 5 組)か電話 

1１/９(水)天白児童館 

10:30～11:30 

｢あかちゃんタイム｣ 

0 歳児と保護者/10 組 

★申込スタート！10:00～窓口か電話 
1１/１７(木)天白児童館｢ちびっこ体操｣ 

10:30～11:30  
0・1 歳児と保護者/10 組 

天白児童館｢幼児のつどい｣ 
10:30～11:30 /当日先着 10 組 

1 歳以上の幼児と保護者 

天白図書館「東海学園大学保育専攻 
の木本有香先生によるおはなし会」 
10:30～10:50/11:10～11:30 
各 8 組/6 か月～3 歳児と保護者 
申込 10/12(水)～図書館に電話 

ともだち文庫 

10:00～11:30 

ともだち文庫 

10:00～11:30 

 
♬読み聞かせ 
あります♪ 

天白児童館 
｢親支援講座～ 

スターペアレンディング｣ 
子育て中の保護者 

全３回(11/1、11/8) 
10:00～12:00/10 名 

託児:６か月以上の 
乳幼児８名 

�居心地の良い親子関係を 
築くための子育て方法 

を学べます 
※申込１0/7(金)10:00～ 

nana 

 

八百
や お

富
とみ

神社 
(蒲郡市) 

百間滝 
(新城市) 

椿大神社 
(鈴鹿市) 

 

八百富神社がオススメな理由は書ききれませんが、

凄いパワー！絶景！そして、おみくじに大大吉があ

る珍しい神社です。さらに子どもに嬉しい竹島水族

館がすぐそばに。 

ちなみに私は大大吉を引き当て、家宝にしています

笑笑！！神社であやかりたい気持ち満載の私でもあ 

りますが、でもね、本当はパワースポットは自分を 

信じて楽しんでる人が最高のパワースポット

なんだよ(*^^*) 

EMⅠ 

 

竹島全域が八百富神社の境内 

お外が気持ち良い季節になりました。遠出もいいけど、近く

の公園には秋の贈り物がいっぱい！イチョウの葉っぱやど

んぐりを見つけに行くお出かけもいいね♪読書の秋、スポー

ツの秋、芸術の秋、、、どんな秋を過ごしますか？私は食欲の

秋です！             編集担当：松浦久美 

まつうら 

 

なんとどちらにも 

『竹島』がランクイン

したよ！竹島がアツ

イ！ちょっと行ってみ

る～⁉♪ 

島田第一保育園 
｢公園で遊ぼう！｣ 
～高坂公園～ 
10:00～11:00 
予約不要 
雨天中止 

島田第一保育園 

｢公園で遊ぼう！｣ 

～高坂公園～ 

10:00～11:00 

予約不要 

雨天中止 

天白児童館｢ミニ屋内遊園｣ 
10:30～11:45 出入り自由 

乳幼児と保護者 
“体育室で自由に遊べます♪” 

コンビカー、フープ、 
ボールなどで体を動かそう 

  天白図書館/8 組(当日先着) 

「赤ちゃんからのおはなし会」 

10:30～10:50/11:10～11:30 

音聞山保育園 

｢園庭開放｣11:00～12:00 

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

音聞山保育園｢あそぼう会｣10:00～11:30/15 組 

天白児童館｢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 

天白図書館「おはなし会」15:30～16:00 
15 名(当日先着)/幼児と保護者 

てんぱくプレーパーク「森のひろば」 
10:00～/予約不要/親子で一回¥700/要 HP 

ひばり幼稚園「おやこひろば ぽっけ」 
10:00～11:00/予約/¥200/遊戯室 

1 歳半～2 歳半くらいの親子 

天白児童館｢幼児のつどい｣ 

10:30～11:30 /当日先着 10 組 

1 歳以上の幼児と保護者 

｢のなみっ子広場｣野並コミセン 

“子育てサロン” 10:00～11:30 

「自動車図書館」池見公園 

10:00～11:00 

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

天白図書館「おはなし会」15:30～16:00 
15 名(当日先着)/幼児と保護者 

天白児童館｢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 

てんぱくプレーパーク「森のひろば」 
10:00～/予約不要/親子で一回¥700/要 HP 

「自動車図書館」おおね荘 10:00～11:00 

音聞山保育園｢あそぼう会｣10:00～11:30/15 組 

天白児童館｢ちびもも｣10:30～11:30 
0・1 歳児と保護者/10 組 

※申込１０/1３(木)10:00～窓口か電話 
“ももやま”によるリズム体操やわらべうた 
 

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

てんぱくプレーパーク「森のひろば」 
10:00～/予約不要/親子で一回¥700/要 HP 

｢自動車図書館｣13:45-15:15 
野並・かがみ整形外科駐車場 

天白児童館｢おでかけ児童館 in 大坪｣ 

10:30～11:30 /乳幼児と保護者 

場所：植田大坪公園(大坪小学校横) 

※雨天中止 

「自動車図書館」10:00～11:00 
一つ山第一公園 

特にオススメで、私が好きな場所

が、熱田神宮のこころの小径の入口

にある大楠。 

熱田神宮の本殿の裏側にある小径

で都会の中なのに木が鬱蒼とあり、

慌ただしい日常から離れ、ここだけ

時間の流れがゆったりと流れてい

る空気を感じることができます。 

天白児童館｢ちびっこ体操｣10:30～11:30 
0・1 歳児と保護者/10 組 

※申込 9/３０(金)10:00～窓口か電話 

マーガレットま～まてんぱくおもちゃ病院 
10～12:00 出張ま～ま(元八事 3-23) 

  天白図書館｢親子でわらべうたを 
楽しもう！子どもと本の講座｣各６組 

①9:40～10:10/②10:30～11:00 
⇒１歳前後のお子さんと保護者 
③11:20～11:50 
⇒１歳ごろ～２歳半のお子さんと保護者 

マーガレットま～ま 
「�幼児食相談会」10:30～11:30 

出張ま～ま(元八事 3-23)/８組 

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 

●てんぱくおもちゃ病院 

 毎月第 3 木 

10：00～12：00 

檸檬の木 

「振替開所の日」 

9:30～14:30 
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※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。 

★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 

栄光八事幼稚園 

おひさま広場（園庭開放） 

八事裏山 122 

� 832-8221 

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 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 

要予約� 802-2188 

原幼稚園 

園庭開放:月-金(祝休み) 

10:00-12:00 
※実施しない日は開催月の 

前月末に HP でお知らせします。 

利用前に問い合わせください 

原 3-107 �802-2120  

園庭開放 
・ 

ひろば 

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) 

○問 区役所民生子ども課 

052-807-3891 

★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 

[地域子育て支援センター] 

東版 対象小学校区 

大坪 植田北 

植田 

植田南 
平針北 

平針 

平針南 

原 

植田東 

植田北小学校区 

 

植田小学校区 

植田南小学校区 

 

原小学校区 

 

植田学区子育てサロン「すくすくほっとルーム」 

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 区役所民生子ども課 052-807-3891 

table 悠 

○問 tableyuu.com 

毎月有料オンライン相談も

しています。 

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 english@hello.nifty.jp 

 

植田南学区子育てサロン 

「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) 

○問 区役所民生子ども課 052-807-3891 

保育サークル「どろんこ」 

月～木（週２日から）  

植田中央公民館(植田 1-304) 

○問 090-5116-2675 

平針小学校区 

 子育てサークルりんごあめ 

木クラス 月３回 

平針新公民館(向が丘１-６1０) 

○問 090-5458-0727 

植田東小学校区 

｢うめぴよ｣ 

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 807-3891 

子育てサークル 

「りんごあめ」 

火･水クラス月３回  

植田コミセン 

(元植田 2-301) 

○問 090-5458-0727 

 

★平針原保育園 

電話相談:月-金 9:00-17:00 

（祝休み） 

○専 052-804-5721  

原 5-406  

052-803-0144 

[エリア支援保育所] 
★一本松保育園 

電話相談:月-金（祝休み） 

9:00-17:00 

○専 052-803-3159 

一本松 1-517 

052-803-3158 

[エリア支援保育所] 

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)  

○問 区役所民生子ども課 807-3891 

★にじいろ 

日･月･火･木･金(祝休み) 

9:30-14:30 

※ネット予約⇒ 

★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 

 

★上ノ池
う え の い け

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 

[エリア支援保育所] 

★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 

★きゃら 

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 

[子育て支援拠点] 

平針南コミュニティーセンター 

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 

●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 

★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 
 

●天白アレルギーの会  

○問 tenpaku.alle02@gmail.com 

✿✿✿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✿✿✿ 

平針北小学校区 

 

平針南小学校区 

 [子育て支援拠点] 

交流サロンきゃらっぱ 

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 

「おもしろ文庫」平針南コミセン 

10:00～12:00 

きゃら：お休み 

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～ 

情報はこちら⇒ 

2022(令和 4)年 9 月 20 日 10 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 

 

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 

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 

栄光八事幼稚園 

「おひさま広場」園庭開放 

10:30～12:30/予約 

052-832-8221 

にじいろ 

｢パパの会｣ 

9:30～11:30/6 組 

パパさんとお子さん 

名古屋植田ケ丘こども園 
「園庭開放」 

14:00～15:00 
 

◆自主保育グループ“ももやま”１０/７・２１・2８『無料体験会』 
○問momoyamayouzi@yahoo.co.jp 9:30～13:00 

◆子育てサークル“りんごあめ”�090-5458-0727 ：佐藤 

◆親子サークル“えくぼサークル”�090-9129-5748 ：山口 

◆保育サークル“どろんこ”�090-5116-2675 ：磯部 

親子サークル随時受付中！！ 

「おもしろ文庫 
 ノンタンタン(乳幼児の日）」 
10:15～12:00/平針南コミセン 

予約 2 部制⇒ 

 こんにちは。４歳、２歳、０歳の男児を育てている綾乃です！三男出産後は、時々林檎や檸檬に

スタッフで入ったり、利用者として天白区内のいろいろな子育て支援の場に出現しています。この

記事を書いているまさに今、我が子たちが順番に風邪をひいて、忍耐力を問われております。家の

中ばかりで看病続きだと、さすがにしんどいなぁとなるので、こんな時は義実家が近いから頼れば

いいじゃないかと思う自分もいるのに、「なんて頼めばいいんだ？」「何を頼めばいいんだ？」と、

うじうじしがちです。「頼りたいけどどうしたらいいの～�」って、曲が書けそうだよ。 

 そもそも、「子どもが風邪引いて看病がしんどいよ」なんて甘っちょろいこと言ってんじゃない

よ！って言われるんやないか(誰にだよ？)とか、１つの事でいろいろなことを考えすぎて、本当に

拗らせちゃってます。 

 みなさんの中にも拗らせちゃってる方いませんか？周りに甘え、頼れる時を少しでも持てている

といいのですが。しんどいことは助けてもらうのはもちろん、ほんの少し話を聞いてもらうだけで

も、キ———ッとなっていた心がスッと楽になったりしますよね。私も今は目の前のことに必死な

日々ではあるものの、拗らせ母さんから脱却して、ほんのちょっと今より余裕のある子育てをした

いものです。そうしたら、４人目もカモーーンって言える日が来るかな？うふふ(^^) 

１０月は「衣替え」の時期です。衣類の点検を兼ねて洋服の

入れ替えをしましょう。特に子ども服はサイズのチェック

をして、次のシーズンに着られるものだけをしまいましょ

う。子どもの成長は早く、１年で着られなくなるものもあり

ますね。お下がりや両親からの贈り物の衣類があちこちに

眠っていませんか。傷みの少ない服はこの時期に友人のお

子さんたちに譲ってあげるといいですね。引き出しに絵を

描いて中身がわかるようにしましょう。やがて一人で片付

けられるようになります。 

名古屋友の会 

さんより 
生活のヒント 

【衣替え】編 

ラベルに自分で名前を書

いたよ(^_-)-☆ 

自分で書いたら、お片付

けも張り切っちゃう！ 

 

「おもしろ文庫」平針南コミセン 

10:00～12:00 

「おもしろ文庫」平針南コミセン 

10:00～12:00 

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～ 

栄光八事幼稚園 

「おひさま広場」園庭開放 

10:30-12:30/予約 

名古屋植田ケ丘こども園 

「園庭開放」14～15:00 

 にじいろ 
｢ハロウィンお楽しみ会｣ 

9:30～11:30 あんよちゃん 
12:00～14:00 

ねんねはいはいちゃん 
各６組 

※予約:前日 9 時～ 

平針原保育園 

「園庭開放」 

10:00～11:00/予約 

052-803-0144 

きゃら｢月 1 土曜開所日｣ 予約 

「おもしろ文庫」平針南コミセン 

10:00～12:00 

｢自動車図書館｣ 

14:00～16:00 植田焼山公園 

栄光八事幼稚園 
「おひさま広場」園庭開放 

10:30～12:30/予約 

栄光八事幼稚園 
各予約 052-832-8221 

●「おひさま広場」 
園庭開放 10:30～12:30 

●「魔法の子育て」 
10:15～11:15 

親業インストラクターの 
岡田聡子先生より 

※お子さんを託児します。 

栄光八事幼稚園 

「おひさま広場」園庭開放 

10:30～12:30/予約 

栄光八事幼稚園 
「おひさま広場」園庭開放 

10:30～12:30/予約 

栄光八事幼稚園 

「おひさま広場」園庭開放 

10:30～12:30/予約 

栄光八事幼稚園 

「おひさま広場」園庭開放 

10:30～12:30/予約 

名古屋植田ケ丘こども園 

「園庭開放」 

14:00～15:00 

 
栄光八事幼稚園 

「おひさま広場」園庭開放 

10:30～12:30/予約 

栄光八事幼稚園 

「おひさま広場」園庭開放 

10:30～12:30/予約 

「おもしろ文庫」平針南コミセン 

10:00～12:00 
※おはなし会（ストーリーテリング） 

対象 5 才～/11:00～11:30/5 名 
 

にじいろ｢天白おもちゃ図書館｣ 
9:30～12:00 /予約不要 

｢自動車図書館｣神田公園 14～16:00 

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 

にじいろ 

｢マクロビ師範による免疫力

を高める秋の食事｣ 
9:30～11:30/６組 

※予約:前日 9 時～ 

「自動車図書館」 

姥ケ崎公園 10:00～10:50 

 


