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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 3 組/日 

島田黒石 507  

📞 802-5256 

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 

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] 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 

●コドミルえほん相談室 

 毎月第 1 金 10:30-11:30 

[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 

★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 

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 

 

✿
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✿
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な
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場
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ざ
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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 

コドミル文庫 
14:30-17:30 予約制 

初回⇒info@kodomiru.com 
登録料¥100 

2022(令和4)年12月 20日 12 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 

★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] ●てんぱくおもちゃ病院 

 毎月第 3 木 

10:00-12:00 

 

 

 

●コドミルえほん相談室 

 毎月第 1 月 10:30～ 

 R5/2/28 まで 

休館中 

2023 年明けましておめでとうございます。 

今年はうさぎ年。元気に飛び回って、パパママ

も子どももみんな笑顔あふれる一年になりま

すように！一月は睦月。仲睦まじくお正月を

過ごしてね。初売りでおしゃれ服を買うのも

気分上がるよね！『ママコーデ』ぜひ参考にし

てみてね。 編集担当：松浦久美 

ともだち文庫 

10:00～11:30 

お正月遊び 

  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 

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 

マーガレットま～ま 
【2 月の一時預かり】 

2 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 

ともだち文庫 

10:00～11:30 

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 

天白区コミセン 10～11:30 
天白学区子育てサロン 
0～2 歳児と保護者 

  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 

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 

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 

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・小学生向 

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 

てんぱくプレパ「森のひろば」 
10:00～/親子で一回¥700 

マーガレットま～ま 

【2 月の一時預かり】1 回目予約開始日 

  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) 

 
、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 

｢絵本であそぼう｣乳幼児向 
10:30～11:00/当日 5 組 
紙芝居、パネルシアター、 
絵本などの読み聞かせ♪ 

音聞山保育園｢あそぼう会｣ 
10:00～11:30/15 組 

出張ま～ま 10:30～11:30 
「コドミルえほん相談室」 

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 

「てんぱくおもちゃ病院」 
10:00～12:00 
出張ま～ま 

天白図書館「おはなし会」15:30～16:00 
15 名(当日先着)/幼児・小学生向 

天白図書館「おはなし会」15:30～16:00 
15 名(当日先着)/幼児・小学生向 

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

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 

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 1/6(金)10:00～窓口か電話 

★申込スタート！ 
10:00～窓口か電話 

2/16(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｢ちびもも｣10:30～11:30 
0・1 歳児と保護者/10 組 

“ももやま”によるリズム体操やわらべうた 
※申込１/12(木)10:00～窓口か電話 

 
 

★申込スタート！ 
10:00～窓口(5 組)か電話 

天白児童館 
2/8㈬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 

天白児童館 
2/14(火)10:30～11:30 
｢ママのための骨盤調整ヨガ｣ 
妊娠中の方、生後 2 か月～未就

園児と保護者/10 組 

ともだち文庫 
10:00～11:30 
♬読み聞かせ 
 あります 

檸檬の木 10：30～ 
「コドミルえほん相談室」 

音聞山保育園｢あそぼう会｣10:00～11:30/15 組 

★申込スタート！ 
10:00～窓口か電話天白児童館 

2/2(火)10:30～11:30 
｢節分あそびしましょう！｣ 
1 歳以上と保護者/15 組 

音聞山保｢園庭開放｣11～12:00 

音聞山保育園 
｢園庭開放｣11～12:00 

日時：2/13㈪・20㈪・27㈪・3/6㈪ 

10:00～12：00/12名※4 回連続講座 

～親を楽しむ小さな魔法～ ★スターペアレンティング★ 

 天白区役所 3 階第一会議室 

参加費：無料 託児 6名(1～3歳) 

※申込多数の場合は抽選 

申込：R4/12/23～R5/1/30 

 

対象：子育て中の保護者 

 

「自動車図書館」一つ山第一公園 
10:00～11:00 

「自動車図書館」 

池見公園 10:00～11:00 

「自動車図書館」おおね荘 10:00～11:00 

ほのかちゃん♡ 

さりげなく親子ピンクコーデにして

みてるよ。日頃気をつけてること、、？

息子もわたしも服をたくさん買わな

いから、組み合わせやすいようにシン

プルな服を購入してるかな。服はほぼ

ネットで購入。息子もわたしも zara

で買うことが多くて、ボーイガール関

係なく可愛い服を GET します〜。 

(今回のサロペットは&pal という 

ネットショップで購入。ピンクのト 

ップスは h&m。わたしはトップ 

スボトムスともに zara。ポシェッ 

トはユニクロ。笑) 

さやちゃん♡ 

ママになってから太もも

の張りが気になって、隠 

すためにスカート率高 

めです！まだ授乳があ 

るからワンピは着れな

いけど、ほんとはワンピ

が楽！斜め掛けできるス

マホケースは、無くさな

いし、すぐ写真撮れるし、

カードも入るから、これ

さえ持ってれば出掛けら

れてとっても便利！ この前ツイードのセットアップが届いて着てみたら、昭和のおばちゃん

みたいな（って私も昭和生まれのおばちゃんやん）感じに仕上がって、

モデルと自分の落差に笑いつつ、速攻でメルカリに出品しました笑  

アクセサリーもネックレス以外はよくしてます♥が、先日久々お気に入

りのネックレスをつけたら、次男にブチッとちぎられ、思わず「ウソだ

ろ！？」と大きな声を出してしまいました。ピアスは流血事件になりか

ねないので、イヤリングか、最近はイヤーカフがお気に入りです♥  

旦那さんから、それ可愛いねとも似合ってるねとも言われたことはあり

ませんが…お気に入りの服を着ると気分が上がるので、朝の時間の許す

限り（笑）自己満の世界で大いに楽しんでいます。はたまた、すっぴん

&部屋着でどこでも外出する自分もお気に入りだったりします(^^) 

多胎っ子ひろば 
出張ま～ま 10:30～11:30 
 

檸檬の木 10:30～ 
イライラしない子育て

講座/15 組 

あさみちゃん♡ 

ママになってから服装で気を付け

ていることは、なんてったって動き

やすさ、授乳しやすさ、抱っこ紐し

やすさ、靴は着脱しやすい靴！ 

ZARA、ユニクロ、ららぽーとや 

ラシックが好きです。 

ちかちゃん♡ 

今日のファッションポイントはヘアバンドで

す  子どもを抱っこするため、上の服は綿

100％のものを心がけて選んでいます。ニット

とか着るときは、オーガニックベストがいいか

なーと思って最近買いました！ジャーナルス

タンダードが好き。ラシックやパルコに行っ

て、ショップの店頭で試着して買っています。

子ども服は GU かユニクロが多いですよ～。 

はるのちゃん♡ 

着飾るの大好き！しかし妊婦時代から始まった、好きな服がなかなか着れな

い問題！それでも夜中 ZOZOTOWN で好みなものをポチったり、たまにお

出かけ先のお店で買ってみたり、細々とできる範囲で楽しんでいます♪ 

めいちゃん♡ 

今日は親子で色を合わせたコーデにし

てます。服はネットで買ってま～す。子

ども服は海外の物が多いよ。高身長だか

ら、ワンピを着ることが多いかな。 

うちではパパが一番おしゃれ 

なんです(*^^*) 

 申込はコチラより 

マーガレットま～ま 10:30～ 
離乳食相談会/8 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 
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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 

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  

インスタグラム(tenpaku.allergy) 

○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 

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⇒ 
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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 

｢パパ DAY｣ 

9:30～11:30/6 組 

パパさんとお子さん 

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 

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 
052-832-8221 

にじいろ｢プレママ＆ 
0 歳赤ちゃんサロン｣5 組 

9:30～11:30 
※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 
052-832-8221 

きゃら：お休み 

平針原保育園 
10:30～11:30 

遊戯室であそぼう 
予約制/803-0144 

 

自主保育グループももやま 
無料体験会/9:30～13:00 

momoyamayouji@yahoo.co.jp 
 

名古屋友の会さんより 

新年の今こそ！ 

【我が家の家計】編 

「おもしろ文庫」平針南コミセン 

10:00～12:00 

名古屋植田ケ丘こども園 
「園庭開放」 

14:00～15:00 
 

◆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 

◆子育てサークル“りんごあめ”📞090-5458-0727 ：佐藤 

◆自主保育グループ“ももやま”１/17．20．27『無料体験会』 
○問momoyamayouzi@yahoo.co.jp 9:30～13:00 

「自動車図書館」 
10:00～10:50 
三郎廻間第一公園  

にじいろ｢天白周辺の情報
掲示板を作ろう！｣ 
9:30～11:30/6 組 

12:00～14:00/6 組 
AM:あんよちゃん 

PM:ねんねはいはいちゃん 
※予約:前日 9 時～ 

 

にじいろ 

マタニティファミリー

Day 

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 

9:30～10:30/予約 
●母親対象講座/託児有り 

｢魔法の子育て｣/栄光八事幼稚園ホール 
9:30～10:30/予約 

「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 

※おはなし会（ストーリーテリング） 
11:00～11:30/対象 5 才～/5 名 

 

きゃら 

月 1 土曜開所日｣ 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 
052-832-8221 

「自動車図書館」 
姥ケ崎公園 10:00～10:50 

にじいろ「天白おもちゃ図書館」 

10:00～13:00 

名古屋植田ケ丘こども園 
「園庭開放」 

14:00～15:00 
 

こんにちは！40 歳で妊娠、41 歳で出産をし、現在 4 歳の息子を育てる一児の母

です！育休中に支援拠点で出会い、マーガレットま～まを教えてくれたママとはい

までもたまーに LINE をします。最近はおしゃべりが活発で家でも保育園でもずー

っとしゃべっています笑。そんな息子は先日、アオキスーパーまでの道中、自転車

の後ろに乗せて天白川沿いを走っていると突然「ここから落ちたらひとたまりもな

いね！」と。母「え！Ｒくん、ひとたまりもない、って意味分かるの⁉」息子「ヤ

バイ！ってこと！」母（爆笑）。どこから覚えてくるのやら、いろんな言葉を繰り出

してくれます笑。息子が 1 歳半の時に、育休復帰で仕事を再開予定が、世間はコロ

ナ真っ只中。2 歳まで育休を延長し、コロナのおかげで息子とののんびり過ごした

期間がまるで夢のように…それから 2 年、家事に育児に仕事に、ビックリするくら

い日々はあっという間に過ぎていき、あ～時間が足りない！なんてモヤっと、イラ

っとする時もあるけれど、日々のそんな一コマに笑いやほっこりをもらって頑張れ

てます(*^^*)あっという間の子育てを疲れで潰してしまわないよう、胸に刻んでお

こ～っと  

天白アレルギーの会 
｢アレルギー児の保護者さん
交流会｣10:00～12:00 

天白区在宅サービスセンター 
ボランティア室 

参加費¥100-(初回無料) 

「おもしろ文庫」平針南コミセン 
10:00～12:00 

「自動車図書館」 
旧平針郵便局 

10:00～11:00 

「自動車図書館」神田公園  
14:00～16:00 

052-821-3364 

にじいろ｢離乳食の進め方｣/各 6 組 
9:30～11:30※予約:前日 9 時～ 

ねんねはいはいちゃん 

にじいろ 
｢助産師さんに聞い
てみよう！｣/6 組 

9:30～11:30 
※予約:前日 9 時～ 

どなたでも 

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 

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 

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 

自主保育グループ 
ももやま 

無料体験会/ 
9:30～13:00 

momoyamoyouzi@ya
hoo.co.jp 

自主保育グループももやま 
無料体験会/9:30～13:00 

「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 

〈わが家のお金を「見える化」しましょう〉 

値上げのニュースを耳にすることが多い毎日、家計

簿をつけてお金の使い方を考えてみましょう。 

★まずは収入と支出のありのままをつけて、わが

家の経済状況を知りましょう 

家計簿をつけながらお金の使い方をチェックして

いきます。収入の範囲内で生活できると安心ですね。 
 

★次は予算を立てましょう 

予算はお金の使い方の予定です。食費、光熱費、衣服費、 

子どもにかかるお金など目的別に。行楽の費用や貯金も 

予算にとりましょう。予算内なら安心してお金を使えます。 

新しい年、家計簿と一緒に暮らしてみませんか。 

 

ご質問は 
コチラから 

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 

植田幼稚園「ひよこの会」”木の実ケ
ーキ作って飾ろう＆子育て相談会“ 
9:30～11:00/参加費￥150 

mailto:momoyamayouji@yahoo.co.jp
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