みなと子育てカレンダー
＜地域子育てサロンの ２月 開催日一覧です＞
日程等のお問い合わせは港区役所民生子ども課（電話 654-9713）までご連絡ください。
東築地学区

子育てひろば

２月２０日（火曜日）

開催場所・東築地コミュニティセンター

栄養士さんのお話し

開催場所・中川コミュニティセンター

ひなまつり

開催場所・東海コミュニティセンター

エプロンシアターなど

開催場所・稲永コミュニティセンター

遊び（保育士）

開催場所・小碓コミュニティセンター

子どもの食事のお話し

開催場所・正保コミュニティセンター

港北幼稚園の先生と親子遊び（２月

午前９時３０分から午前１１時２０分
中 川 学 区

子育て広場

２月２０日（火曜日）
午前１０時００分から午前１１時３０分

東 海 学 区

このゆび

とーまれ

２月１５日（木曜日）
午前１０時００分から午前１１時３０分

成 章 学 区

たんぽぽ

お休み

大 手 学 区

子育て広場

お休み

港 西 学 区

子育てひろば

お休み

稲 永 学 区

ぴよぴよふれんど

２月２８日（水曜日）
午前１０時３０分から午前１１時３０分

野 跡 学 区

のせきサロン

お休み

小 碓 学 区

さくら広場

２月２３日（金曜日）

by 栄養士

午前１０時から午前１１時３０分
正 保 学 区

正保ひろば

２月６日（火曜日）・２０日（火曜日）
午前１０時から午前１１時３０分

明 徳 学 区

いちご

２月５日（月曜日）

６日）
、交流会（２月２０日）

開催場所・明徳コミュニティセンター

午前１０時から午前１１時３０分
当 知 学 区

子育てひろば

２月８日（木曜日）

節分

みんなで豆まき・元気いっぱ

い大きな声で鬼を退治しよう

開催場所・当知コミュニティセンター

親子遊び（保育士さん）

開催場所・西築地コミュニティセンター

親子遊び・乳がんのお話し（保健師

午前１０時から午前１１時３０分
西築地学区

まりん

２月２１日（水曜日）
午前１０時から午前１１時３０分

港 楽 学 区

お手てつないで

２月２１日（水曜日）

さん）

開催場所・港楽コミュニティセンター

ひなまつりの飾りを作ります

開催場所・高木コミュニティセンター

栄養の話

午前１０時から午前１１時３０分
高 木 学 区

親子広場

２月８日（木曜日）

港保健所管理栄養士

午前 10 時から午前 11 時 45 分
神宮寺学区

２月８日（木曜日）

子育てサロン

開催場所・神宮寺コミュニティセンター

親子遊び（港西保育園保育士）

開催場所・南陽センター

親子遊び（ドレミ保育園保育士）

開催場所・西福田コミュニティセンター

歯科栄養士さんのお話し・豆まき

開催場所・とだがわこどもランド

赤ちゃん体操（１歳６か月未満まで

午前１０時から午前１１時３０分
南 陽 学 区

２月７日（水曜日）

プーさんクラブ

午前 10 時００分から午前 11 時３０分
西福田学区

にしふくた子育てサロン

２月２日（金曜日）
午前１０時３０分から午前１１時３０分

福 田 学 区

ふくた子育てサロン

お休み

福 春 学 区

ふくはる子育てサロン

２月１４日（水曜日）
午前９時４５分から午前１１時３０分

が対象です）

＜保育園の ２月 あそび場開放日一覧です＞
原則午前中に開催しています。
開催時間等は変更される可能性があります。詳細は施設へ直接お問い合わせください。
愛名保育園

みんなで遊ぼう会（月 2 回開催・午前 10 時から午前 11 時まで）

電話 653-6016

惟信保育園

保育参観（事前の申し込みが必要です）

電話 382-2523

いずみ保育園

リズムであそぼう会（3 月 4 月除く第 4 金曜午前）
・２月１６日（金曜日）午前１０時３０分から午前１

電話 381－5895

１時まで
認定こども園うぐいす幼稚

おもちゃランド（毎週月曜日、木曜日開催・午前 10 時から午後 12 時まで・未就園児対象）

電話 661-0068

おうすだきしめ保育園（平

園庭開放（毎週木曜日開催・午前 10 時から午前 11 時 30 分まで）
・２月１日・８日・２２日（すべて

電話 389－3300

成 29 年 4 月開園）

木曜日）

園（平成 29 年 4 月移行）

ぴょんぴょんくらぶ（月１回開催・午前 10 時から午前 11 時 30 分まで）
・２月１５日（木曜日）
かもめ保育園

かもめくらぶ（午前 10 時から午前 11 時まで・年９回開催）
・２月２１日（水曜日）

電話 383―4518

九番保育園

きゅうばんあそぼうくらぶ・２月２０日（火曜日）

電話 653－6061

（午前 10 時から 11 時 00 分まで・基本月１回開催）
港西保育園

とっとくらぶ（毎週月曜日から金曜日開催。午前 11 時から午後 4 時まで

企画日や園庭・遊戯室開放

電話 381-1517

など行います）
小鳩幼児園

青空保育（年３回から 4 回開催）・毎月園庭開放をしています

電話 661－5582

白鳩保育園

園庭開放（毎月第３木曜日午前 10 時１５分から午前 11 時まで）・２月はお休み

電話 661－1031

親愛保育園

みんなであそぼう会（月１回開催・午前 10 時から午前 11 時 30 分まで）
・２月２７日（金曜日）

電話 661-1314

スクルドエンジェル保育園

すくるどクラブ（月１回開催・午前 10 時３０分から午前 11 時３０分まで

電話 655-5692

なんよう園

ど行います）・２月 2８日（水曜日）

スクルドエンジェル保育室

なし

電話 655-5220

誓成保育園

あそぼう会（不定期・事前にお問い合わせください）

電話 661-0237

ぜんしん保育園

子育て相談・看護師による保健相談（毎週月曜日から金曜日開催。午前１０時から午後 3 時まで）

電話 382-6410

リトミック・園庭開放な

みなと園

ぜんしんこどもランド・子育て支援交流会・講習会（毎週火曜日と不定期金曜日・午前１０時から午後１
２時まで）
、日曜日・祝日の休日保育を実施しています
多加良浦保育園

あそぼう会（事前申込必要）

電話 381-5718

辰巳幼児園

園庭解放の自由あそび会

電話 652-1921

（午前９時から午後３時まで・随時受け付けています。事前にご連絡ください）
ちびっこタウンいりば園

なし

電話 383-6603

茶屋保育園

ひよっこクラブ（５月から翌年２月で月１回開催・午前 10 時から午前 11 時 4５分まで）
・２月２２日

電話 303-3950

（木曜日）
当知保育園

あそぼう会（5 月から翌年 2 月で月１回開催・午前 10 時から午前 11 時までが基本）
・２月２１日（水

電話 383-4722

曜日）
土古保育園

あそぼう会（6 月から翌年２月で月 1 回開催・午前 10 時から午前 11 時まで

園庭開放、室内遊び、

電話 381-8342

製作などを行います）・２月１４日（水曜日）
名古屋ドレミ保育園

あそぼう会・園庭開放

電話 302-8833

（毎週木曜日以外の平日は毎日開催。午前９時から午後 2 時まで。申し込みが必要な場合があります。）
２月２日（金曜日）、２６日（月曜日）から２８日（水曜日）はお休みです。
南陽第一保育園

おひさまクラブ（月 1 回開催・午前１０時から午前１１時まで）
・２月６日（火曜日）

電話 301-8849

南陽第二保育園

あそぼうくらぶ（基本的に月２回開催・午前 10 時から午前 11 時まで）
・２月１６日（金曜日）
、２８日

電話 301-7914

（水曜日）

南陽第三保育園

けろっこクラブ（月１回開催・午前 10 時から午前 11 時まで）・２月２０日（火曜日）

電話 301-8903

にこにこ園

なし

電話 303-3155

バンビーノ乳児園

いっしょにあそびましょう（月 2 回開催・午前 10 時から 11 時まで）

電話 381-7272

宝神保育園

おひさまクラブ（月 1 回開催・午前 10 時から午前 11 時まで）・２月８日（木曜日）

電話 383-0505

ぽかぽか保育室明徳

なし

電話 398-5107

丸池保育園

あおぞらクラブ（毎月第１水曜日開催・午前 10 時から午前 11 時まで）
・２月７日（水曜日）

電話 651-2261

港保育園

なかよしっぷ企画日やしっぷルーム開放など

電話 661-1020

（毎週月曜日から金曜日開催・午前 9 時 30 分から午後３時 30 分まで）
名港保育園

園庭開放（月 1 回開催・午前 10 時から午前 11 時まで）

電話 661-1069

ゆうゆう乳児園

なし

電話 389-2300

リーゴ正保保育園

園庭開放（6 月以降、月 2 回開催・午前１０時３０分から１２時まで）

電話 381-7555

わんぱく保育園

わんぱくクラブ（月 1 回開催・午前 10 時から午前 11 時まで）

電話 720-6186

KOBAN 保育園（毎週月曜日開催・午後 1 時から午後 3 時まで）
南陽地区出前サロン

南陽交流プラザにて（不定期・午前 10 時 30 分から 11 時 30 分まで）
・２月２１日（水曜日）

電話 303-3950

一緒に遊ぼう in アピタ東海

アピタ東海通店 2 階キッズスペースにて（不定期・午前 10 時から午前 11 時 30 分まで）・２月８日

電話 661-1020

通店

（木曜日）

いっしょにあそぼう in ポー

ポートウォークみなと（アピタ港店）3 階キッズスペースにて（不定期・午前 10 時から午前 11 時 30

トウォークみなと

分まで）

661-0549

＜幼稚園の ２月 園庭開放日などの一覧です＞
毎週１回から数回、園を開放しています。詳細は施設へ直接お問い合わせください。
小碓幼稚園

園庭開放（毎日午後 3 時 30 分から午後 4 時 30 分まで）
・２月１４日（水曜日）から１６日（金曜日） 電話 382-1015
はお休み
ヨチヨチひろば（０・１歳児対象親子教室・事前申込制）
・２月７日（水曜日）
、１４日（水曜日）
、２１
日（水曜日）、２８日（水曜日）

子育て広場（２歳児対象親子教室・事前申込制）・２月２日（金曜日）
、６日（火曜日）
、９日（金曜日）
、
１３日（火曜日）
、２０日（火曜日）
、２３（金曜日）
なかよしひろば（０・１・２歳児対象親子教室・事前申込制）・２月１５日（木曜日、０・１歳児対象）、
２６日（月曜日、１・２歳児対象）
幼児教育相談（午前９時から午前１１時まで・事前申込制）・２月８日（木曜日）、１９日（月曜日）
呉竹幼稚園

なかよしデー（隔週火曜日開催・午前 9 時 30 分から午前 11 時 30 分まで・未就園児対象）

電話 654-0512

ちびっこ教室（隔週火曜日開催・午前 10 時から午前 11 時 30 分まで・２歳児対象）
プチルーム（隔週水曜日開催・午前 10 時から午前 10 時 45 分まで・1 歳児対象（１０月～3 月生））
（隔週水曜日開催・午前 11 時から午前 11 時 45 分まで・1 歳児対象（4 月～9 月生）
）
※詳しくは HP にあり
慶和幼稚園

遊ぼう会（月 1 回開催・午前 10 時 30 分から午前 11 時 30 分まで・未就園幼児対象）
・２月１日（木
曜日）

電話 661-2597

※園行事により突然変更となる場合があります。

赤ちゃん会（月 1 回開催・午前 10 時 30 分から午前 11 時 30 分まで・未就園乳児対象）
親子ふれあい教室（月 3 回開催・午前中・1、2 歳児対象

※要予約

※詳しくは HP にあり
港北幼稚園

運動場どうぞ（毎週水曜日・午前 9 時から午後２時まで・未就園児対象）
・２月３日（土曜日）、７日（水

電話 381-0259

曜日）、１4 日（水曜日）
、２１日（水曜日）
、２８日（水曜日）
あそぼう会（６月、10 月、２月他開催・午前 10 時 30 分から 11 時 30 分まで）
しらさぎ幼稚園

園庭開放（毎週月曜日、水曜日、金曜日開催・午後 3 時から午後 5 時まで・未就園児対象）

電話 383-3682

西福田幼稚園

園庭開放（毎週月曜日から木曜日開催・午後 3 時から午後 4 時 30 分まで）

電話 301-2500

おやこくらぶ（月 2～3 回開催・午前 10 時から午前 11 時まで・要予約）
・２月１４日（水曜日）、１５
日（木曜日）
萬泰幼稚園

園庭開放

電話 381-1468

（毎週月曜日・火曜日・木曜日、金曜日開催・午後 2 時 45 分から午後 4 時まで・未就園児対象）
2 歳児親子教室（月 1 回開催・午前 10 時から午前 11 時まで）
子育て支援ルーム「あつまるひろば“ぷてぃ”」
（１・２歳児対象・午前１０時３０分から正午まで）・
２月６日（火曜日）、１５日（木曜日）、２０日（火曜日）
富士文化幼稚園

園庭開放、子ども図書館、ぴよちゃん教室
（月 2 回開催・午後 1 時から午後 2 時まで・２歳から３歳対象）

電話 301-5188

＜その他の施設の ２月 のイベント開催情報です＞
（港児童館）
乳幼児向けの各種行事を開催しています。持ち物などあるので事前にお問い合わせください。
（港図書館・南陽図書館）
絵本・わらべうた・かみしばいなどで遊ぶ、幼児向けのお話会をしています。
（とだがわこどもランド）
毎日色々なイベントを開催しています。詳細はとだがわこどもランドホームページをご覧ください。
（稲永スポーツセンター）
水曜日は託児付エアロビクスを開催しています。
港児童館

毎週火曜日から日曜日まで開催・午前 8 時 45 分から午後 5 時まで

電話 384-4473

（祝日を除く、月曜日が祝日の場合は翌日休み、年末年始休み ※ただし春・
夏・冬休み期間中は日曜休み）
０歳～未就園児親子（乳・幼児対象の事業を数多く開催しています）
NPO 法人みなと子育ているかねっと

① キッズランド「どるふぃんくらぶ」毎週木・金・土・日・月曜日開催（祝
日も開催）

電話

080-3663-8003

（どるふぃんくらぶ専用）

月・木・金曜日は午前 10 時から午後 3 時まで
土・日曜日は午前 10 時から午後 4 時まで

電話 080-3065-9957

② 「まちの遊び場へ行こう！」6 月から 2 月の第 2・4 水曜日
午前 10 時から午前 11 時 45 分まで
③ 「プレイハウス WAFF」6 月から 2 月の毎週火曜日（祝日は除く・第 1
は予約制）午前 10 時から午後 3 時まで
NPO 法人名古屋おやこセンター

おやこっこみなと（名古屋市地域子育て支援拠点）

電話 870-4657

① 陽まわり 毎週月曜日から金曜日まで開催（祝日を除く）
午前 10 時から午後 3 時まで
② 福

田

毎週月曜日と金曜日開催（祝日・第 5 を除く）
午前 10 時から午後 3 時まで

港図書館

乳幼児と保護者を対象としたおはなし会
毎週水曜日開催（第５を除く）

電話 651-9249

南陽図書館

乳幼児と保護者を対象としたおはなし会

電話 301-2116

毎月第 2・4 木曜日
とだがわこどもランド

名古屋市最大の大型児童センター。野外遊具・水遊び場・乳幼児室あり

電話 304-1500

イベント日程等、詳細は施設へお問い合わせください。
港保健所（子育て総合相談窓口）

相談受付日程など、詳細は直接窓口へお問い合わせください。
① なかよし広場

電話 655-8745

（1）港生涯学習センター
午前 10 時から正午まで・毎月２～３回（水曜日）
（2）港児童館
午前 10 時から正午まで・毎月 2～3 回（木曜日）
（3）A コープ南陽店 2 階
午前 10 時から正午まで・毎月２～３回（金曜日）

② フリースペース

毎週火曜日（第 5 を除く）
午前 9 時 30 分から午前 11 時 30 分まで

おもちゃ図書館（港区社会福祉協議会） 毎月第 2 土曜日・午前 10 時から正午まで

電話 651-0305

稲永スポーツセンター

電話 384-0300

託児付教室（水曜日はエアロ、木曜日はヨガ）など
２月１４日（水曜日）、２８日（水曜日）

港防災センター

「乳幼児防災教室」第１土曜（不定期）

電話 651-1100

「定例ぼうさい教室」第 2 土曜（詳細は HP へ）
はっぴーひろば

毎週月・火・水・金・土曜日開催（祝日を除く）午前９時 30 分から午後２時

電話 090-5635-2767

30 分まで（時間変更になりました H29.4.7～）
NPO 法人たけの子

子育てサポート室（名古屋市地域子育て支援拠点）

電話 746-2530

毎週月曜日から金曜日まで開催（祝日を除く）午前 9 時 30 分から午後 2 時
30 分まで
＜みなと子育て支援ネット関係機関名＞
港区主任児童委員連絡会、港区保育協会、名古屋市立幼稚園協会港区支部、地域子育て支援センター、 エリア支援保育所、港児童館、
とだがわこどもランド、港区社会福祉協議会、NPO 法人みなと子育ているかねっと、NPO 名古屋おやこセンター、ＮＰＯ法人たけの子、はっぴーひろ
ば、港図書館、港生涯学習センター、のびのび子育てサポート中村支部、稲永スポーツセンター、港防災センター、港保健所、港区役所民生子ども課

