
子育 て ナビ
Kosodate Navi

■■申　各イベントの受付期間にあいち電子申請・届出システム
※申し込み多数の場合は抽せんです。１グループ５人までの申し込みで、団体による申し込み
は受け付けません。
水族館・美術館ジュニアパスポート
市内在住で令和３年度に年中になる園児、及び小学１年生になる児童に、海浜水族館と藤井達吉現代美術館
を無料で利用できるジュニアパスポートを発行します。
市内の幼稚園・保育園・こども園、小学校に通っている市在住の人は園及び小学校で配布します。市内の幼
稚園・保育園に通っていない子は、こども課より発行します。なお市外の小学校に通っている子は、水族館で
対応しますので連絡してください。詳しくは海浜水族館まで問い合わせてください。

図書館南部分館　　　　　　　　 ■問　☎42－8211
こどもどくしょの日工作
カミコプターをつくろう
紙コップなどを使って、竹トンボのように飛ぶ
「カミコプター」を作ります。
■時　４月18日㈰　10時～11時30分
■所　南部市民プラザ
■対　幼児と小学生（幼児は保護者同伴）
■申　不要

あおいパーク　　　　　　　　 　■問　☎43－0511
どろんこ田植え体験
■時　５月１日㈯　①10時～②11時～（雨天時は５月
２日㈰に順延）
■所　あおいパーク
■内　田での土とのふれあい、イネ苗の植え付け
※収穫は８月末頃を予定しています。
■対　３歳～小学生の子と保護者
■定　各15組
■￥　子ども１人500円（当日集金、保護者は無料）
※穫れたお米は10月頃に配布予定です。
■申　４月17日㈯（必着）までにはがきの往信面に
「どろんこ田植え体験」、住所、参加者全員の氏名、
子の年齢又は学年、電話番号を記入しあおいパーク
・メール・ＦＡＸ・窓口でも受け付けます。
・電話では受け付けません。

海浜水族館　　　　　　　　　 　■問　☎48－3761
自然観察会
外に出かけて自然を感じてみませんか。詳細は、海浜水族館ホームページで確認してください。

勤労青少年水上スポーツセンター　■問　☎48－1110
25ｍ泳げるようになろう
キッズスイミングスクール
市内の小学３・４年生で泳げない子を対象に水泳
教室を行います。抵抗が少ない背泳ぎを中心に練習
します。最終段階では着衣での水泳を行います。
■時　６月５日～７月３日の毎週土曜日　11時～12時
（全５回）
■所　勤労青少年水上スポーツセンター
■対　市内の小学３・４年生
■定　20人（先着順）　■￥　400円（保険料）
■申　４月７日㈬～13日㈫の９時～16時に勤労青少年
水上スポーツセンター　☎48－1110
※月曜日休館です。前回までにキッズ・スイミング
を受講した人はご遠慮ください。

へきなんこども園子育て支援センター　■問　☎41－7394
手しごとクラブ
～フラワーアートを楽しみませんか～
■時　５月20日㈭　10時～11時30分
■所　へきなんこども園
■定　６人（先着順）
※希望者には託児があります。申し込み時にお知ら
せください。
■講　久保田美香氏
■￥　500円
■申　４月20日㈫９時より電話でへきなんこども園子
育て支援センター　☎41－7394

申し込み

※小学３年生以下は保護者の同伴が必要です。

５歳以上

参加費

海浜
水族館

６月12日㈯、26日㈯
10時～12時
（いずれか１日）
10月16日㈯
10時～12時

受付期間

４月８日㈭
～15日㈭

100円 ９月16日㈭
～23日㈭

５月12日㈬
～19日㈬

10人

小学生
以上 500円10人

５月８日㈯
９時30分～12時
※雨天時は５月９日㈰

海浜
水族館

なし矢作川
河口 無料30人

10人 現地12月14日㈫
～21日㈫100円５歳以上

水族館

現地

大浜漁港

集合

水族館

対象タイトル とき ところ

令和４年１月22日㈯
10時～12時

定員

③落ち葉の下で
生きもの探し
④大浜漁港で
バードウォッチング

②身近なコケ観察と
小さなコケリウム
作り

①春の矢作川河口で
生きもの観察

262021.4.1

Kosodate Navi 費用表記がないイベントは無料です。

ここるっくしんかわ　　　　　　　　 ☎42－5569
おひさまひろば
■時　奇数月の第２月曜日　10時30分～11時15分
■所　へきなん福祉センターあいくる
■内　職員によるふれあい遊び、お母さん同士の交流
など
■対　１歳０か月～１歳11か月の子と保護者
■定　10組
■申　４月26日㈪10時よりここるっくしんかわ
※26日㈪は電話受付のみです。
あおぞらひろば
■時　毎月３回程度金曜日開催　10時30分～11時10分
※４月は９日㈮、16日㈮に開催します。
■所　ここるっくしんかわ
■内　職員による発達相談やふれあい遊び、お母さん
同士の交流など
■対　市内在住で発達の気になる子と保護者

棚尾児童センター　　　　　　 ☎090－2572－0892
たなじアート 「あなをあける」
■時　４月２日㈮～８日㈭　10時～16時30分
■所　棚尾児童センター
■内　穴あけパンチでひたすら穴をあけよう
■対　小学生、幼児と保護者
センタードッジ
ホールで思いっきりドッジを楽しもう。
■時　①４月８日㈭②４月15日㈭　16時～16時45分
■所　棚尾児童センター
■対　①小学１～３年生②小学生以上
ぴよぴよタイム　ママと一緒に音楽あそび♪
音楽療法の先生といろんな楽器に触れてみよう。
■時　４月23日㈮　10時30分～11時30分
■所　棚尾児童センター
■対　市内在住の生後６か月～１歳になる月の子
■定　６組（先着順）
■申　４月１日㈭10時より棚尾児童センター

ららくるにしばた　　　　　　　　　 ☎43－3434
ベビママのつどい
■時　４月21日㈬　10時～11時30分
■所　ららくるにしばた
■内　ふれあいあそび、ママ同士の情報交換
■対　１歳誕生月までの子と母親　
※兄や姉を連れての参加はできません。
■定　６組（先着順）
■申　４月７日㈬９時30分よりららくるにしばた
※７日㈬は電話でのみ受け付けです。

東部児童センター　　　　　　　　　 ☎93－1195
ちびっこたいむ
絵本の読み聞かせと季節の体操をします。月に１
回、誕生児のお祝いをします。詳細はセンターだよ
りで確認してください。
■時　毎週火・木曜日　11時10分～11時20分
■所　東部児童センター
■対　未就園児親子　　■￥　無料
おもちゃ病院
■時　４月17日、５月15日、６月５日、19日、７月３
日、17日、８月７日、９月４日、18日の土曜日　13
時～14時45分
■所　東部児童センター
■内　おもちゃ病院ドクターによるおもちゃの修理

■問　ららくるにしばた　☎43－3434 
０歳から18歳の子どもが、遊び、学び、仲間づく

りをする施設です。プレイルームや多目的ホールは、
乳幼児と保護者、小学生の遊び場として利用できま
す。中高生は学習室やバンドの練習ができる音楽室
があります。子育て支援センターも併設しており、
０・１・２歳の部屋では、安全に赤ちゃんを遊ばせ、
子育ての悩みなどを気軽に相談できます。また、調
理室やサークル室もありクッキングや交流活動で利
用できます（音楽室・サークル室・調理室は有料）。
詳しくはホームページで確認してください。
■利用時間　９時30分～18時　（有料施設は21時まで）
■休館日　火曜日（休日の場合は翌日）

●子育て支援センター「ベビママのつどい」
■時　毎月第３水曜日　10時～11時30分
■内　絵本の読み聞かせや、ふれあい遊
びなど赤ちゃんとママの交流の場
■対　１歳の誕生月までの子と母親
●こどもプラザ「けん玉クラブ」
■時　第３土曜日　10時30分～11時30分
■内　けん玉の練習の場です。年２回の
日本けん玉協会認定試験に挑戦できま
す。
■対　高校生までと保護者同伴の幼児
●こどもプラザ「ドラムクラブ」
■時　不定期
※その都度、広報、ららくるたよりな
どでお知らせします。
■内　プロドラマー（講師）による年１回のパフォー
マンスと、月１回程度のららくるにしばた音楽室で
のドラムレッスン。
■対　小学生以上

「らら」楽しい笑顔や歌声が響く場　
「くる」地域のこどもが集まり、
地域の輪が生まれる場
こどもプラザららくるにしばた

「らら」楽しい笑顔や歌声が響く場　
「くる」地域のこどもが集まり、
地域の輪が生まれる場
こどもプラザららくるにしばた
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子育て ナビ
Kosodate Navi

■■申　各イベントの受付期間にあいち電子申請・届出システム
※申し込み多数の場合は抽せんです。１グループ５人までの申し込みで、団体による申し込み
は受け付けません。
水族館・美術館ジュニアパスポート
市内在住で令和３年度に年中になる園児、及び小学１年生になる児童に、海浜水族館と藤井達吉現代美術館

を無料で利用できるジュニアパスポートを発行します。
市内の幼稚園・保育園・こども園、小学校に通っている市在住の人は園及び小学校で配布します。市内の幼

稚園・保育園に通っていない子は、こども課より発行します。なお市外の小学校に通っている子は、水族館で
対応しますので連絡してください。詳しくは海浜水族館まで問い合わせてください。

図書館南部分館　　　　　　　　 ■問　☎42－8211
こどもどくしょの日工作
カミコプターをつくろう
紙コップなどを使って、竹トンボのように飛ぶ

「カミコプター」を作ります。
■時　４月18日㈰　10時～11時30分
■所　南部市民プラザ
■対　幼児と小学生（幼児は保護者同伴）
■申　不要

あおいパーク　　　　　　　　 　■問　☎43－0511
どろんこ田植え体験
■時　５月１日㈯　①10時～②11時～（雨天時は５月
２日㈰に順延）
■所　あおいパーク
■内　田での土とのふれあい、イネ苗の植え付け
※収穫は８月末頃を予定しています。
■対　３歳～小学生の子と保護者
■定　各15組
■￥　子ども１人500円（当日集金、保護者は無料）
※穫れたお米は10月頃に配布予定です。
■申　４月17日㈯（必着）までにはがきの往信面に
「どろんこ田植え体験」、住所、参加者全員の氏名、
子の年齢又は学年、電話番号を記入しあおいパーク
・メール・ＦＡＸ・窓口でも受け付けます。
・電話では受け付けません。

海浜水族館　　　　　　　　　 　■問　☎48－3761
自然観察会
外に出かけて自然を感じてみませんか。詳細は、海浜水族館ホームページで確認してください。

勤労青少年水上スポーツセンター　■問　☎48－1110
25ｍ泳げるようになろう
キッズスイミングスクール
市内の小学３・４年生で泳げない子を対象に水泳

教室を行います。抵抗が少ない背泳ぎを中心に練習
します。最終段階では着衣での水泳を行います。
■時　６月５日～７月３日の毎週土曜日　11時～12時
（全５回）
■所　勤労青少年水上スポーツセンター
■対　市内の小学３・４年生
■定　20人（先着順）　■￥　400円（保険料）
■申　４月７日㈬～13日㈫の９時～16時に勤労青少年
水上スポーツセンター　☎48－1110
※月曜日休館です。前回までにキッズ・スイミング
を受講した人はご遠慮ください。

へきなんこども園子育て支援センター　■問　☎41－7394
手しごとクラブ
～フラワーアートを楽しみませんか～
■時　５月20日㈭　10時～11時30分
■所　へきなんこども園
■定　６人（先着順）
※希望者には託児があります。申し込み時にお知ら
せください。
■講　久保田美香氏
■￥　500円
■申　４月20日㈫９時より電話でへきなんこども園子
育て支援センター　☎41－7394

申し込み

※小学３年生以下は保護者の同伴が必要です。

５歳以上

参加費

海浜
水族館

６月12日㈯、26日㈯
10時～12時
（いずれか１日）
10月16日㈯
10時～12時

受付期間

４月８日㈭
～15日㈭

100円 ９月16日㈭
～23日㈭

５月12日㈬
～19日㈬

10人

小学生
以上 500円10人

５月８日㈯
９時30分～12時
※雨天時は５月９日㈰

海浜
水族館

なし矢作川
河口 無料30人

10人 現地12月14日㈫
～21日㈫100円５歳以上

水族館

現地

大浜漁港

集合

水族館

対象タイトル とき ところ

令和４年１月22日㈯
10時～12時

定員

③落ち葉の下で
生きもの探し

④大浜漁港で
バードウォッチング

②身近なコケ観察と
小さなコケリウム
作り

①春の矢作川河口で
生きもの観察

262021.4.1

Kosodate Navi 費用表記がないイベントは無料です。

ここるっくしんかわ　　　　　　　　 ☎42－5569
おひさまひろば
■時　奇数月の第２月曜日　10時30分～11時15分
■所　へきなん福祉センターあいくる
■内　職員によるふれあい遊び、お母さん同士の交流
など
■対　１歳０か月～１歳11か月の子と保護者
■定　10組
■申　４月26日㈪10時よりここるっくしんかわ
※26日㈪は電話受付のみです。
あおぞらひろば
■時　毎月３回程度金曜日開催　10時30分～11時10分
※４月は９日㈮、16日㈮に開催します。
■所　ここるっくしんかわ
■内　職員による発達相談やふれあい遊び、お母さん
同士の交流など
■対　市内在住で発達の気になる子と保護者

棚尾児童センター　　　　　　 ☎090－2572－0892
たなじアート 「あなをあける」
■時　４月２日㈮～８日㈭　10時～16時30分
■所　棚尾児童センター
■内　穴あけパンチでひたすら穴をあけよう
■対　小学生、幼児と保護者
センタードッジ
ホールで思いっきりドッジを楽しもう。
■時　①４月８日㈭②４月15日㈭　16時～16時45分
■所　棚尾児童センター
■対　①小学１～３年生②小学生以上
ぴよぴよタイム　ママと一緒に音楽あそび♪
音楽療法の先生といろんな楽器に触れてみよう。
■時　４月23日㈮　10時30分～11時30分
■所　棚尾児童センター
■対　市内在住の生後６か月～１歳になる月の子
■定　６組（先着順）
■申　４月１日㈭10時より棚尾児童センター

ららくるにしばた　　　　　　　　　 ☎43－3434
ベビママのつどい
■時　４月21日㈬　10時～11時30分
■所　ららくるにしばた
■内　ふれあいあそび、ママ同士の情報交換
■対　１歳誕生月までの子と母親　
※兄や姉を連れての参加はできません。
■定　６組（先着順）
■申　４月７日㈬９時30分よりららくるにしばた
※７日㈬は電話でのみ受け付けです。

東部児童センター　　　　　　　　　 ☎93－1195
ちびっこたいむ
絵本の読み聞かせと季節の体操をします。月に１
回、誕生児のお祝いをします。詳細はセンターだよ
りで確認してください。
■時　毎週火・木曜日　11時10分～11時20分
■所　東部児童センター
■対　未就園児親子　　■￥　無料
おもちゃ病院
■時　４月17日、５月15日、６月５日、19日、７月３
日、17日、８月７日、９月４日、18日の土曜日　13
時～14時45分
■所　東部児童センター
■内　おもちゃ病院ドクターによるおもちゃの修理

■問　ららくるにしばた　☎43－3434 
０歳から18歳の子どもが、遊び、学び、仲間づく

りをする施設です。プレイルームや多目的ホールは、
乳幼児と保護者、小学生の遊び場として利用できま
す。中高生は学習室やバンドの練習ができる音楽室
があります。子育て支援センターも併設しており、
０・１・２歳の部屋では、安全に赤ちゃんを遊ばせ、
子育ての悩みなどを気軽に相談できます。また、調
理室やサークル室もありクッキングや交流活動で利
用できます（音楽室・サークル室・調理室は有料）。
詳しくはホームページで確認してください。
■利用時間　９時30分～18時　（有料施設は21時まで）
■休館日　火曜日（休日の場合は翌日）

●子育て支援センター「ベビママのつどい」
■時　毎月第３水曜日　10時～11時30分
■内　絵本の読み聞かせや、ふれあい遊
びなど赤ちゃんとママの交流の場
■対　１歳の誕生月までの子と母親
●こどもプラザ「けん玉クラブ」
■時　第３土曜日　10時30分～11時30分
■内　けん玉の練習の場です。年２回の
日本けん玉協会認定試験に挑戦できま
す。
■対　高校生までと保護者同伴の幼児
●こどもプラザ「ドラムクラブ」
■時　不定期
※その都度、広報、ららくるたよりな
どでお知らせします。
■内　プロドラマー（講師）による年１回のパフォー
マンスと、月１回程度のららくるにしばた音楽室で
のドラムレッスン。
■対　小学生以上

「らら」楽しい笑顔や歌声が響く場　
「くる」地域のこどもが集まり、
地域の輪が生まれる場
こどもプラザららくるにしばた

「らら」楽しい笑顔や歌声が響く場　
「くる」地域のこどもが集まり、
地域の輪が生まれる場
こどもプラザららくるにしばた
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