
　

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

1 2 1 2 3 4 5 6
●高蔵保育園 ■旗屋学区 文化の日 ■高蔵学区（くらっこ）

●のぎく ●高蔵保育園 ■白鳥学区

●えがお ●のぎく ●高蔵保育園

3 4 5 6 7 8 9 ●えがお ●のぎく

■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） ▲熱田図書館② ▲熱田児童館 ●えがお

●高蔵保育園 ●のぎく ●高蔵保育園 ●のぎく ■白鳥学区

●のぎく ●えがお ●のぎく ●えがお ●高蔵保育園

●えがお ●えがお ●堅磐信誠幼稚園① ●のぎく 7 8 9 10 11 12 13
▲熱田児童館 ●えがお

■大宝学区 ●高蔵保育園 ■千年学区 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ▲熱田図書館②

●高蔵保育園 ●のぎく ●高蔵保育園 ●のぎく ●のぎく

●のぎく ●えがお ●のぎく ●えがお ●えがお

10 11 12 13 14 15 16 ●えがお ●えがお ●堅磐信誠幼稚園①

スポーツの日 ●高蔵保育園 ■千年学区 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ▲熱田児童館 ▲熱田図書館①

●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 ●堅磐信誠幼稚園① 14 15 16 17 18 19 20
▲熱田児童館

▲熱田図書館① ■船方学区 ●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 ●のぎく ●高蔵保育園 ●のぎく

●のぎく ●えがお ●えがお ●のぎく ●えがお

17 18 19 20 21 22 23 ●えがお ▲熱田児童館 ●えがお

■船方学区 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ■野立学区 ●高蔵保育園 ▲熱田図書館② ●堅磐信誠幼稚園①

●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 ●えがお ●のぎく ●えがお

●えがお ▲熱田児童館 ●えがお 21 22 23 24 25 26 27
▲子育てサロン

●堅磐信誠幼稚園①
●高蔵保育園 ★チェリーキッズクラブ 勤労感謝の日 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ▲熱田図書館②

　「mamaの笑顔」
●のぎく ■高蔵学区（さくらっこ） ●のぎく ●のぎく

●えがお ●高蔵保育園 ●えがお ●えがお

24 25 26 27 28 29 30 ▲子育てサロン ●のぎく ●堅磐信誠幼稚園①

●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
　「mamaの笑顔」

●えがお ▲熱田図書館①

●のぎく ●高蔵保育園 ●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 ▲熱田児童館 ●堅磐信誠幼稚園① 28 29 30
▲熱田図書館①

●高蔵保育園 ●高蔵保育園 ●高蔵保育園

●のぎく ●のぎく ●のぎく

●えがお ●えがお ●えがお

31 ▲熱田児童館

●高蔵保育園

●のぎく

●えがお

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10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11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 ☺ 令和5年度 4月保育所利用申請の受付が始まります ☺
場　所 熱田保健センター5階　リハビリ室

令和5年4月に保育所、地域型保育事業所、認定こども園の利用を希望される方の受付を、次のとおり行います。

日　時 奇数月1回水曜　10時00分～11時30分 現在、利用保留中の方も再度お申し込みください。

その他 予約制

☆ 入所要件 ☆

市内在住で、児童の保護者のいずれの方も下記の条件に該当するため、家庭での保育ができない方

①居宅内外で家事以外の労働をしている

園　名 ②出産間近または出産後間もない

③病気やけがまたは障がいがある

④病気、障がいのある同居親族を常時介護している

日　時 ⑤求職活動中または就学中など
連絡先

☆ 申請書交付 ☆

申請書は、10月より区役所民生子ども課（区役所1階14・15番窓口）または各保育施設でお渡しします。

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

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 ☆ 受付 ☆

日　時 月～金曜　9時00分～14時00分（祝日はお休み）月～金曜　9時00分～14時00分（祝日はお休み） 10月17日（月）～1２月１２日（月）までに区役所民生子ども課などで

連絡先 二番2丁目　℡355-8577 五番町　℡355－6220 受付を行います。できるだけお子さん同伴でお越しください。

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】

☆ その他 ☆

園　名 神宮東保育園 宮西保育園 明野保育園 ・希望施設については、できるだけ事前に見学をしていただくようお願いします。

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保護者 就園前のお子さんとその保護者 　見学については、各保育施設にご相談ください。

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 ・発達に遅れのあるお子さん（集団保育が可能な原則3歳以上）については、

連絡先 三本松町　℡882-9234 一番3丁目　℡682-6580 明野町　℡671-8611 　事前に区役所、希望保育施設にご相談の上、11/8（火）までに区役所民生子ども課へ
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 　お申し込みください。
園　名 一番町保育園 泉坊保育園 花表こばと保育園 ・各保育施設の募集人数など詳細については、区役所民生子ども課にお問い合わせください。

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 ・令和5年度4月利用申請においては、電子申請での受付も可能です。

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 　詳細は、広報なごや10月号、市ウェブサイトをご覧ください。

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 ☆ お問い合わせ ☆

園　名 高蔵幼児園 内田橋聖アントニオ幼稚園 白鳥幼稚園 熱田区役所民生子ども課　℡：052-683-9911　（受付は平日8時45分～17時15分）

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

☆ 幼稚園の入園を希望される方は、希望する幼稚園にお問い合わせください ☆

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 利用にはお申し込みが必要です 名称：親子広場　保険代：100円

園　名 聖テレジア幼稚園 ☺公式LINEができました☺

　 熱田区内子育てイベントの情報を随時発信していきます 

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 　　・保育施設案内・利用申込情報

連絡先 大宝4丁目　℡682-8200 　　・熱田区子育てサークル・サロンの情報

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

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　熱田区子育て支援ネットワーク連絡会

　　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】

③園庭開放（雨天中止）

①当面の間、利用は午前2組、午後2組までの予約制です（水曜午前はお休みです）

②各回15組までの予約制です（感染症対策のため変更する場合があります）　③当面の間、5組までの予約制です（雨天中止）

★　交流会・遊び会の紹介　★

地域子育て支援センター・地域子育て支援拠点

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】

高蔵保育園子育て支援センター

高蔵町　℡671-4433

日　時
不定期水曜　10時00分～11時00分

（祝日はお休みです）

対　象

日　時 入会後お知らせします

①月～金曜　9時30分～1２時00分・13時00分～15時30分　②水曜　９時３0分～1２時０0分　③月・火・木・金曜　11時00分～12時00分（全て祝日はお休み）

子育てサークル
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

⛄令和4年９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⛄

②0歳～就園前のお子さんとその保護者

（はぴ☆すまくらぶ）

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】

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

玉の井町　℡681-4057

対　象

その他

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

①0歳～就園前のお子さんとその保護者

（はぴ☆すまルーム）

保育所・認定こども園・幼稚園

毎週火曜　10時00分～11時00分
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

おしらせ


