
　

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
■高蔵学区（くらっこ） ■大宝学区 ●高蔵保育園 ■旗屋学区 ●高蔵保育園 ■高蔵学区（くらっこ）

●高蔵保育園 ■船方学区 ●のぎく ●高蔵保育園 ●のぎく ●高蔵保育園

●のぎく ●高蔵保育園 ●えがお ●のぎく ●えがお ●のぎく

●えがお ●のぎく ●えがお ●堅盤信誠幼稚園① ●えがお

●えがお

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
■大宝学区 ●高蔵保育園 ■旗屋学区 七夕 ■白鳥学区 ▲熱田図書館② ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ■千年学区 山の日 ●高蔵保育園 ▲熱田図書館②

●高蔵保育園 ●のぎく ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●のぎく ●のぎく ●高蔵保育園 ●のぎく

●のぎく ●えがお ●のぎく ●のぎく ●のぎく ●えがお ●えがお ●のぎく ●えがお

●えがお ●えがお ●えがお ●えがお ●えがお

▲熱田児童館 ●堅盤信誠幼稚園①

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
■船方学区 ●高蔵保育園 ■千年学区 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ■野立学区 ●高蔵保育園

●高蔵保育園 ●のぎく ●高蔵保育園 ●のぎく ●のぎく ●のぎく ●のぎく ●のぎく ●高蔵保育園 ●のぎく

●のぎく ●えがお ●のぎく ●えがお ●えがお ●えがお ●えがお ●えがお ●のぎく ●えがお

●えがお ●えがお ●堅盤信誠幼稚園① ▲子育てサロン ●えがお

▲熱田児童館 ▲熱田図書館① 　「mamaの笑顔」 ●堅盤信誠幼稚園①

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
海の日 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ★チェリーキッズクラブ ●高蔵保育園 ▲熱田図書館② ●高蔵保育園 ■高蔵学区（さくらっこ） ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ▲熱田図書館②

●のぎく ●のぎく ■野立学区 ●のぎく ●のぎく ●高蔵保育園 ●のぎく ●のぎく ●のぎく

●えがお ●えがお ●高蔵保育園 ●えがお ●えがお ●のぎく ●えがお ●えがお ●えがお

●のぎく ●えがお ●堅盤信誠幼稚園①

●えがお ▲熱田図書館①

●堅盤信誠幼稚園①

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
●高蔵保育園 ■高蔵学区（さくらっこ） ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園

●のぎく ●高蔵保育園 ●のぎく ●のぎく ●のぎく ●のぎく ●のぎく ●のぎく

●えがお ●のぎく ●えがお ●えがお ●えがお ●えがお ●えがお ●えがお

●えがお ●堅盤信誠幼稚園①

▲熱田図書館①

事務局　熱田区役所民生子ども課
TEL：683-9903　　FAX：682-0346

古紙パルプを含む再生紙を利用しています

2022年7月

あつた子育てカレンダーは
こちらのQRコードから
ダウンロードすることも
できます♪
「あつた子育てカレンダー」を
クリックしてね☺

名古屋市全体の子育て情報について知りたい場合は…
「なごや子育てアプリ NAGOMii（なごみー）」をご覧ください

    ダウンロードはこちら

Google Play       App Store

2022年8月

■＝学区子育て交流会

★＝子育てサークル
●＝保育園・幼稚園あそぼう会

▲＝その他の子育て支援
☆天候等により活動内容に変更がある場合がありますので、各【窓口】に

問い合わせてからお出かけください。



　

熱田児童館 熱田図書館 託児グループ「ふうせん」
名　称 くらっこ さくらっこ 名　称 チルドレンタイム おはなし会

場　所 高蔵コミセン 桜田団神社社務所 対　象 就園前のお子さんとその保護者 ①乳幼児向き　②幼児・小学生向き 講座受講中の託児

対　象 就園前のお子さんとその保護者 就園前のお子さんとその保護者 ①第2・4木曜　10時20分～35分 11時00分～15分

日　時 第1金曜　10時00分～11時30分 第4火曜　10時00分～11時30分 ②第2・4土曜　14時00分～14時20分

その他 連絡先 熱田児童館　℡659-6307 熱田図書館　℡671-6600 熱田生涯学習センター　℡671-7231

旗屋学区 白鳥学区 千年学区 その他 予約不要ですが、参加は10組程度とさせていただきます予約は不要ですが、当日先着12名までとします

場　所 旗屋コミセン 熱田区役所等複合施設6階 千年コミセン 子育て・福祉教育ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 子育てサロン「mamaの笑顔」の会 おもちゃ図書館

対　象 就園前のお子さんとその保護者 概ね3歳以下のお子さんとその保護者 就園前のお子さんとその保護者 名　称 子育てサロン「このゆびと～まれ」 子育てサロン「mamaの笑顔」 ぴーかぶう

日　時 第1水曜　10時00分～11時30分（8月・1月はお休み） 原則第1金曜　10時00分～11時30分 第2水曜　10時00分～11時30分 場　所 熱田区役所等複合施設6階 旧カフェギャラリー　ぷらな 熱田児童館

その他 予約不要ですが、定員5組程度とさせていただく場合があります 対　象 就園前のお子さんとその保護者 就園前のお子さんとその母親、妊娠中の方 どなたでもご利用できます

船方学区 野立学区 大宝学区 日　時 原則第3月曜　10時00分～11時30分 第3月曜　10時30分～12時00分（3月はお休み） 第2水曜　10時00分～12時00分

場　所 船方コミセン 野立コミセン 大宝コミセン 連絡先 熱田区社会福祉協議会　℡671-2875 熱田区社会福祉協議会　℡671-2875 熱田児童館　℡659-6307

対　象 就園前のお子さんとその保護者 就園前のお子さんとその保護者 3ヶ月～就園前のお子さんとその保護者 その他 暴風警報・大雪警報が出ている場合はお休みです 参加費：1回200円（飲み物、お菓子付） おもちゃの貸し出しもしています

日　時 原則第2月曜　10時00分～11時30分 第3木曜　10時00分～11時30分 第1月曜　10時00分～11時30分（5月・1月はお休み）

その他 予約不要ですが、定員10組程度とさせていただく場合があります 名称：スマイル＆すまいる

名　称 チェリー・きっず・クラブ ☺ もしもの時に備えましょう ☺
場　所 熱田保健センター5階　リハビリ室

地震や火災だけでなく、夏は台風や大雨などの水害にも注意が必要です。

もしも身近な場所で災害が起こり、避難が必要となった場合を想定し、日頃から備えておくと安心ですね。
日　時 奇数月1回水曜　10時00分～11時30分

その他 予約制 　★非常持ち出し袋を用意しよう！

　小さな子どもとの避難は、必要なものがいっぱい。しかし、お子さんを連れて避難することを考えると、

　すべてを持ち出すことはできません。持ち出せる量の中で、ご家族にとって必要なものは何か

　優先順位をつけて、非常持ち出し袋にまとめておきましょう。あると便利なものの一例を紹介します。
園　名 　□母子手帳、保険証、おくすり手帳　　□抱っこひも、スリングなど（ベビーカーでの避難は危険⚠）

　□紙おむつ（3日分）、おしり拭き　　 □ミルク（使い捨て哺乳瓶が衛生的）、離乳食、おやつ（3日分）

　□缶詰、レトルト食品　　　　　　　　□着替え（防寒着も忘れずに）　　　□水（3日分）
日　時 　□毛布、アルミ保温シート等　　　　　□おもちゃ、絵本　　　　　　　　　□靴
連絡先 　□レジ袋（簡易おむつも作れます）　　□マスク（大人、子ども）　　　　　□常備薬

　□携帯電話の充電器（電池式）　　　　□現金（小銭だと自動販売機や公衆電話も使えて便利）

　□アルコール消毒液　　　　　　　　　□体温計　　　　　　　　　　　　　□懐中電灯
園　名 地域子育て支援センター のぎく 名古屋市地域子育て支援拠点 えがお 　また、妊娠中の方は、出産に必要なもの一式、新生児用品、生理用ナプキンも用意しておくと安心です。
対　象 0歳～就園前のお子さんとその保護者 就園前のお子さんとその保護者

日　時 月～金曜　9時00分～14時00分（祝日はお休み） 月～金曜　9時30分～14時30分（祝日はお休み） 　避難の時、お子さんを抱っこしたり、手をつないだりできるよう、非常持ち出し袋はリュック型のものを
連絡先 二番2丁目　℡355-8577 五番町　℡355－6220 　選ぶのがおすすめ。そして、持ち出しやすいよう、玄関付近に目立つように置いておきましょう。
その他 当面の間、予約制とします 場所：のぎく保育園分園2階【予約制】 　余裕があれば、持ち出し袋をふたつ用意し、ひとつは車の中などに保管しておくとさらに安心です。

園　名 神宮東保育園 宮西保育園 明野保育園 　★ふだんからできること
対　象 就園前のお子さんとその保護者 就園前のお子さんとその保護者 就園前のお子さんとその保護者 ・家族と連絡が取れなくなった場合の待ち合わせ場所を決めておこう！
日　時 月1～2回　10時00分～11時00分 月1回　10時30分～11時30分 月1回火曜　9時45分～10時45分 ・最寄りの避難場所までの経路を確認してみよう！実際に歩いてみると所要時間や危険箇所が分かります。
連絡先 三本松町　℡882-9234 一番3丁目　℡682-6580 明野町　℡671-8611 　また、地震の場合は瓦礫や道路の陥没、水害の場合は濁流等で道が通れないこともあるため、避難先は
その他 開催予定についてはお問い合わせください 園庭で行うため、雨天は中止です 前週の金曜までに電話でお申込みください 　複数調べておくと安心です。
園　名 一番町保育園 泉坊保育園 花表こばと保育園

対　象 就園前のお子さんとその保護者 就園前のお子さんとその保護者 地域の就園前のお子さんとその保護者

日　時 月3回程度木曜　10時00分～11時00分 第2水曜　10時00分～11時00分 月1回　10時00分～11時00分

連絡先 一番1丁目　℡671-1745 白鳥3丁目　℡682-5150 花表町　℡626-6031

その他 名称：さんぽクラブ ☺　夏を元気に過ごす健康管理のポイント　☺
園　名 高蔵幼児園 内田橋聖アントニオ幼稚園 白鳥幼稚園

対　象 就園前のお子さんとその保護者 1歳半頃～就園前のお子さん 2歳以上のお子さんとその保護者 　☆水分補給

　　汗をたくさんかく季節は、こまめに水分補給をすることが大切です。子どもは遊びに夢中になって

　　水分を取ることを忘れがちです。汗をかく前にこまめな水分補給を行い、暑さを乗り切りましょう。
連絡先 尾頭町　℡671-3570 伝馬2丁目　℡671-8338 白鳥2丁目　℡671-1827

その他 名称：サラナ幼児教室、要申込み 利用にはお申込みが必要です 名称：親子広場　保険代：100円 　☆熱中症に注意
園　名 聖テレジア幼稚園 　　熱中症は、気温が高かったり、体を動かすことによって体の中にたくさんの熱が発生することが

　　原因で起こります。外出時には帽子を被り、直射日光を避け、水分と塩分をこまめに摂りましょう。

　　  また、短時間であっても、絶対に子どもを車の中に置き去りにしてはいけません。
日　時 毎週木曜　10時30分～12時00分 当面の間、開催を中止します 月1～3回　11時00分～12時00分

連絡先 大宝4丁目　℡682-8200

その他 名称：とんとん親子教室 名称：赤ちゃんサロン らっこ 利用日までにお申込みください

高蔵町　℡671-4433

詳しくは毎月発行の【はぴ☆すまだより】をご覧いただくか、お電話でお問い合わせください

予約制で、支援ルーム開放、園庭開放、子育て講座、季節の行事などを行っています

高蔵保育園 地域子育て支援センター　はっぴー☆すまいる

0歳～就園前のお子さんとその保護者

月～金曜　9時30分～12時00分・13時00分～15時30分（祝日はお休み）

玉の井町　℡681-4057

対　象

就園前のお子さんとその保護者①1歳～就園前のお子さんとその保護者

保育所・認定こども園・幼稚園

毎週火曜　10時00分～11時00分

②0歳～よちよち歩きまでのお子さんと
その保護者、妊娠中の方

毎週木・金曜　10時00分～12時00分（バンビ）
毎週水曜　10時00分～12時00分（ひよこ）親子参加

堅磐信誠幼稚園

☂令和4年6月末の情報です。新型コロナウイルス感染症対策のため
予定が変更となる可能性がありますので、事前に十分確認してからお出掛けください☂

対　象
ふたごやみつご等
多胎児のお子さんとその保護者

　　保育園・幼稚園等遊びの会　【詳しくは各園に直接お問い合わせください】

対　象

日　時 入会後お知らせします

その他

地域子育て支援センター・地域子育て支援拠点

熱田保健センター子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター） ℡679-3086

★　交流会・遊び会の紹介　★

高蔵学区　

学区子育て交流会【窓口：熱田保健センター子育て総合相談窓口（子育て世代包括支援センター）℡679-3086】

子育てサークル　【詳しくは各施設にお問い合わせください】

　　その他の子育て支援グループ　【詳しくは各窓口に直接お問い合わせください】

日　時
不定期水曜　10時00分～11時00分
（祝日はお休みです）

おしらせ


