
＊新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のため休館・中止の場合もあります。ご確認の上、ご参加ください。

<名古屋市緑区子育て応援拠点　　森の実＞
住所・電話番号 日 月 火 水 木 金 土 備考

名古屋市緑区子育て 乗鞍1-1201-5 〇 ○ ○ 休 ○ ○ 休 一時預かりもあります

応援拠点　森の実 052－846-3327 Ｐ有   地下鉄徳重駅より徒歩5分

<名古屋市地域子育て支援拠点＞ 参加費：無料

広い室内で親子で自由に遊びながら親同士情報交換したり、スタッフとのおしゃべりの中で何でも気軽に相談ができます。

新型コロナウィルス感染拡大防止のために中止や変更がある場合もあります。ご確認の上お出かけください。

住所・電話番号 日 月 火 水 木 金 土 備考 感染対策

篠の風1-403 日本空手道東真会 ○ 休 ○ ○ ○ ○ 休

緑本部２F　052-891-1886Ｐ有 金 10:30～12:30 それ以外 午前9:30∼12:00

   13:00～15:30 　  　　午後12:30∼14:30

鳴海町前之輪３９ 休 ○ ○ ○ ○ ○ 休 休：2/21  3/28       午前10:00∼12:30

080-2649-4264　　Ｐ有 開催：2/23  3/12 　　　午後13:00∼15:00

来所前にお電話で確認お願いします

六田1丁目201　第2丸文ビル2階 休 ○ ○ 休 ○ ○ ○ 予約制午前 9:30∼12:00

080-3689-3133　　P有 　　　午後12:00∼14:30

八ツ松１丁目1503番地 休 ○ ○ ○ ○ ○ △ 第１・３土曜開催 予約制午前 9:30∼12:00

080-9119-3313　　Ｐ有 　　　午後12:00∼14:30

鳴海町鉾ノ木17番2 休 ○ ○ ○ ○ ○ 休       午前10:00∼12:30

℡ fax052-718-3492　　Ｐ有 　　　午後12:30∼15:00

姥子山5丁目711ﾌﾟﾚｼｬｽ中京 休 ○ ○ ○ ○ ○ 休 休：2/23 3/21 　　　午前 9:30∼12:00

052－746-2990　　Ｐ有 開催：2/25 3/18 　　　午後12:30∼15:00

月水金：午前0,1歳半児午後1歳半以上　火木:午前1歳半以上午後0,1歳半児

大高台2丁目1718番地　中央有鄰学院 休 休 ○ ○ ○ ○ ○ 予約専用電話 予約制午前 9:45∼11:45

052－693-5638　Ｐ有 090-8549-5638 　　　午後 12:00∼14:00

火・金：２歳児　水・木：0・1歳児　土：全年齢        

<名古屋市子育て支援センター＞
新型コロナウィルス感染拡大防止のために中止や変更がある場合もあります。ご確認の上お出かけください。

住所・電話番号 月 火 水 木 金 土

長根町９２ 休 月・火・木　ほっとルーム　当日9時～10時予約

052－892-7623 10:00～11:30　13:00～14:30   誕生日会も開催

有松町桶狭間愛宕西23-73 △ 事前予約制　　9:30～10:20　10:30～11:20

052－622-4520 11:30～12：20　12：30～13：20　13：30～14：30

高根山1丁目１６０１ 休 予約制　午前10:00～12：30　午後12：30～15：00

052－624-8855 ご利用は1時間まで

東神の倉３－１８０３ 休 お出かけの前にお電話で確認をお願いします

052－878-7756 午前：9：40～12：10　午後12：40～15：10

しおみが丘 潮見が丘1丁目４８－１ 休 10:30～12:00　13:00～14:30　14:30～15:30

　　　　　   保育園 052－680-7225 各回当日電話予約　講座などは中止

＊各園相談・園庭開放・イベントなど曜日や時間が異なります。
　お問い合わせの上、お出かけください。

10：00～15:00

金曜日10:30～15:30
　他  9:30～14:30

葡萄の木

蜜柑の木

9：30～15:30

おひさまわらばぁ～

9：30～14:30

9：30～14:30

10：00～15:00

9:30～14:30

9：00～14:00

9：30～15:00
かぞくのとまり木緑

ふれあいセンター
　　おおだか

どろんこわらばぁ～

ケロちゃん

鳴子保育園

めぐみ保育園

丘の上保育園
電話相談火～金12:30～14:30

10:00～15：00

10:30～15:30

9:40～15：00

9：30～14:30

神の倉清凉保育園
イベント中止

緑区内で乳幼児の親子が気軽に遊びに行けたり相談できる施設の一覧です。

パパやプレママ・ねんねのあかちゃんも行けますので、

お出かけの参考にしてくださいね♪

１２０号 ２０２３年２月３月

２０２３年２月１日

みどり子育て応援団発行



<図書館＞ 　　　　　新型コロナウィルス感染拡大防止のため休館・中止の場合もあります。ご確認の上お出かけください

住所・電話番号 開催日・開催時間

緑図書館 旭出一丁目1104番地 火曜日～土曜日9：30～19：00　 おはなし会よちよち 

052－896-9297 日・祝日9：30～17：00　月休 11:00～11:20   11:30～11:50　　

第３金曜日休 当日先着順　各6組

2/2  2/16  3/2  3/16  3/23   　木曜日

徳重図書館 元徳重一丁目401番地 月・水曜日～土曜日 9:30～19：00 〇おはなし会　2/9　3/9（木）

052－878-2234 日・祝日9：30～17：00　火休 それぞれ2週間前9：30～予約開始

第３金曜日休

0歳～1歳6か月①10:30～10:45　②11:00～11:15　　③1歳7か月～3歳11:30～11:45

<保健センター＞
住所・電話番号

緑保健センター 相原郷１丁目715 母乳相談（要予約）2/3（金） 3/3（金）

052－899-6518

緑保健ｾﾝﾀｰ 元徳重１丁目401番地 母乳相談（要予約）2/20（月）3/13（月）

　　　徳重分室 052－878-2227

3か月健診・1歳半健診・3歳健診

13時（徳重は13：05～）受付開始　12時より受付札が配布。受け取ったら13時まで外出しても大丈夫

目安としては待ち時間も含め2時間ほどかかる事が多いです。1か月程前に保健センターよりご案内が届きます。

<児童館＞
緑児童館 住所・電話番号 利用時間：8:45～17:00　　　利用対象：0歳児から18歳未満の児童とその保護者等

相原郷２丁目701 休館日：月曜日（市内の小学校の夏・冬・春休み中は日曜日）

052－623-9656 　　　　祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日も休館）

児童館の利用にあたっては、感染拡大防止策として状況に応じた制限を設けたり、皆様にご協力をいただいたりしながら

運営いたします。館外でのプログラムの予定は以下の通りです。館内のプログラムの予定につきましては

HPでご確認いただくかお電話にてお問合せください。http://www2.odn.ne.jp/midorijidoukan/

◆移動児童館「ちびっこ冒険ひろば」　　　　　新海池公園で外遊びをします＜雨天中止＞

　日時：2/7  14   21  28   3/7  14   （火）10:00～13：00　　　対象：乳幼児と保護者

◆移動児童館「にいのみいけプレーパーク」　　新海池公園で外遊びをします＜雨天開催＞

　日時：2/2   9  16    3/2  9  16（木）14:00～17:00　　　対象：乳幼児～大人

◆カラクマひろば　　障がい児サークルのメンバーとおしゃべりしませんか　　（先着4組）

　日時：2/22（水）10:00～11:00 　対象：就学前の障がいのある子どもの保護者（子ども同伴可）　

◆わらべうたひろば　　日時：2/16   3/16（木）10:30～11:30　対象：乳幼児と保護者　

<各学区で行われる子育てサロン・子ども広場＞
問い合わせ：区役所民生子ども課　６２５－３９６１　場所：各コミセン他　予約なし、無料

各学区単位で月に１度か２度コミセンなどで地域の民生委員さんを中心に集まれる場です。

おはなし会

時間10:00～11:30・予約不要・無料

新型コロナウィルス感染拡大防止のため変更・中止の場合もあります。

必ずご確認の上お出かけください

相原（公会堂) 2/21  3/21 旭出2/8 3/8  有松2/17 3/17

文久山（文久山公会堂）2/10 3/10 浦里2/15  3/15 大清水2/16  3/23

大高（大高ｺﾐｾﾝ）2/10  3/10 大高（込高ﾎﾟﾝﾌﾟ所）2/15 3/15 大高北2/17 3/24

大高南（ふれあいステーション森の里）2/8 （南大高集会場） 3/8   

桶狭間（公民館）（0歳～１歳対象）2/15 3/15  片平（片平ふれあいｾﾝﾀｰ）2/9 3/9 

神の倉 2/13 3/13 熊の前 2/27  3/27 黒石2/14 3/14 小坂 2/13 3/13

常安 2/28 3/28  太子 2/3 3/3 滝ノ水（0，1歳児) 2/7  3/7 戸笠2/14 2 /28  3/14  3/28 

徳重 2/21 3/28 長根台（10:00~11:15)（０歳児）2/21 3月休み（１歳以上）2/3  3/3

鳴子2/28 3/28 鳴海2/14 3/14 鳴海東部2/6 3/13

南陵（桶狭間荘第一集会所)2/14 3/14 東丘2/21 3/21 平子 2/13  3/13

緑（10:15~11:30）2/10 3/10  桃山（0歳児10:00～10:30 1歳児以上10:30～11:30）2/10  3/10 

子育てサロン 名古屋市緑区



＊新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のため開催されない場合もあります。ご確認の上、ご参加ください。

<緑区内の公立保育園　市立・私立幼稚園＞
　各園では、園庭開放や未就園児の会など開催されています。詳細はお問合せください。

市立保育園
大高保育園 621-2569   東丘保育園 622-0502       鳴子保育園 892-5010
片平保育園 892-3107 はざま保育園 621-4300 黒石保育園 876-2488
太子保育園 623-1713 森の里保育園 621-8255 旭出保育園 896-3050    
のりくら保育園 876-1640

市立幼稚園
鳴子幼稚園 892-2616 大高幼稚園 621-6033 桶狭間幼稚園 621-6018 神の倉幼稚園 876-6490

私立幼稚園
あけの星幼稚園 877-1234 有松幼稚園 621-1131 池上台幼稚園 891-1001
丘の上幼稚園 (認定こども園） 624-8811 風かおる丘幼稚園 625-6667 黒石みどり幼稚園 876-6161
新生幼稚園 891-3511 徳重幼稚園 878-6670 登美幼稚園 627-0703      鳴海幼稚園 621-0803 
鳴海ヶ丘幼稚園 623-1551 平手幼稚園 876-7854 マツガネ台幼稚園 892-0732
みそのラファエル幼稚園（認定こども園）891-0648

名古屋市子育て応援サイト

名古屋の子育てに関する
イベントや情報が見れます。

名古屋おもちゃ病院とんかち
緑児童館：毎月第１日曜１３：３０～１６：００
ユメリア：毎月第１日曜 ９：３０～１２：００毎月第3日曜 １０：００～１２：００

壊れたおもちゃの修理をして くれる。 直らない時は入院もあり。６２２－８１３５

みどりおもちゃ図書館

緑児童館：第1日曜日１０：００～１5：００

ユメリア ：毎月第３日曜 １３：３０～１５：０ 予約制 予約：磯谷 ８７８－８３２５ 貸し出し可

葡萄の木 いこいの家
言葉や心身の発達の遅れが気になるお子さんや保護者を対象に
親子あそびなどを通じて親子の関係づくりをサポートする場です。

篠の風１－４０３日本空手道 東真会 緑本部２Ｆ ８９１－１８８６ 無料 毎週月・土曜日１０：００～１５：００

（土曜日のみ来所前にお電話で確認をお願いします）

わらべ広場 ６２６－６０３９

育ちが気になる子育ての集い

木曜９：３０～11:15

児童発達支援事業所楽子

社会福祉法人

名古屋市緑区

社会福祉協議会 共催

緑区社会福祉協議会

共同募金助成金事業



                                                                                                 

 

【おはなし会】 

ふれあい遊び、大型絵本、パネルシアタ－等、ねんねの赤ちゃんから楽しめるおはなし会です。 

遊びに来てくださいね♪(無料です) 

★ユメリア徳重 地区会館 児童室 

日 時: 2 月 22日（水） 

申込み: 2 月 8 日（水） 9:00～メール  

日 時: 3 月 22 日（水） 

申込み: 3 月 8 日（水） 9:00～メール midorikosodate@yahoo.co.jp 予約 5 組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

みどり子育て応援団からのお知らせ♪  

いいね！やフォロー 

お待ちしております♪ 

みどり子育て応援団 

➀おはなし会の日にち②名前・お子さんの月齢③連絡先 

件名の所に「おはなし会予約」と明記の上申し込みして下さい

い 

し会①おはなし会の日にち②名前・月齢③連絡先 

の日にち②名前・月齢③連絡先 

① はなし会の日にち②名前・月齢③連絡先 

 

もう 3 歳？まだ 3 歳！ 

おはなしも上手にできるし、言う事も理解できる。衣服の着脱だってやれるし、ご飯も自分で食べら

れる。どこにだって走っていけるよ。だってもう“お兄ちゃん・お姉ちゃん”だもん。“一人で・ジブ

ンテ”できるよ。そう思ってる 3 歳さん。それに加え、新しい環境にすすんだり、下の子が産まれた

りと環境の変化も多い時期かもしれません。だからこそ「もうお兄ちゃん(お姉ちゃん)なんだからでき

るでしょ」「もう 3 歳なんだから○○できるでしょ」そうおはなししてませんか？？ 

 

<揺れ動く心> ～自分でやったことを認めてもらうのが何より嬉しい～ 

 自分でやりたい気持ちと実際にできる事の矛盾に不安になる。この「上手に出来るかな」「もしかし

たら出来ないかも」と不安に揺れ動く心を持つのが 3 歳の特徴とも言えます。その為、やり始めるの

に時間がかかったり、昨日までできたことが、できなかったり。急に赤ちゃんにかえり、「やって～」

と甘えたり、反対に“反抗”としてあらわれる事も。「自分でできるでしょ。」「もう 3 歳だもんね。で

きるよ」そんな言葉がかえって自信を失わせてしまう事もあるかもしれません。「不安だけどやってみ

よう」と前向きに乗り越えていくには、やらされたのではなく“自分の意志でやったこと”が大きな意

味を持ちます。“できてもできなくても”その過程をほめる。そして「次もやってみよう」という自信

に繋げていけるように、気持ちを受け止める親の支えが大切だと思います。 

「3 歳だからできるでしょ」いえいえ、3 歳だから悩むんです。不安なんです。自立しようとするけ

れど 1 人で立ち上がることが不安。そんな時に、安心して甘えられる場所がある事は 

子どもの挑戦しようとする力になっていくと思います。 

                               

 

mailto:midorikosodate@yahoo.co.jp

