
日 月 火 水 木 金 土

                 ※掲載内容の詳細は、各開催機関へお問い合わせください。
                 ※掲載内容は変更になることがあります。
                 ※冒頭のマークについては連絡先の施設のマークとリンクしています。

23 24
●烏森保育園
　エリア支援保育所
「おしゃべり交流会
　　　　　　　：予約制」

♥おやこのおうち
「手遊び＆お話し会」

♥おもちゃのおうち
「ねんねちゃんの日
　　　　　　　：要予約」

▲みのり幼稚園
「園庭開放（雨天：室内
　遊び」「子育て相談」

30
☆千成ちっ
ちゃいもの
クラブ

31
♥おやこのおうち
「7月生まれ誕生日会
　　　　　　：要予約」

25
○岩塚そらいろ
　保育園
「小麦粉粘土あそび」

○柳保育園
「水遊び」

♥おやこのおうち
「スキンシップたいむ
　マミーベビー/すてっぷ
　　　　　　　要予約」

26
♥おやこのおうち
「水遊びデー」

♥おもちゃのおうち
「お誕生日会：要予約」

27
★かめっこくらぶ
★ぺんぎんクラブ
○御田クローバー
　　　　保育園

「プール遊び：予約制」

28
♥おやこのおうち
「水遊びデー」

29

8
◇おもちゃ図書館
♥おやこのおうち
「土曜開放デー」

22
○稲葉地保育園
「水遊び

　（雨天：遊戯室開放）」

●荒輪井保育園
　エリア支援
　保育所
「プレママ・プレパパ
　　ベビー交流会

　　　　　　：予約制」

10
●平池保育園
　エリア支援保育所
「おしゃべり交流会
　　　　　　　：予約制」

♥おやこのおうち
「母になるための学校講座
　：要予約」

♥おもちゃのおうち
「ベビーマッサージ
　　　　　　：要予約」

11
○けやきの木保育園
「プールであそぼう会(雨天中止）
　：予約制（20名）」

●新富町保育園
「乳児用プールで遊ぼう
　　　　　　　：予約制」

●烏森保育園
「プールあそび」

♥おやこのおうち
「スキンシップたいむ
　マミーベビー/すてっぷ
　　　　　　　要予約」

12
♣すくすく広場
●平池保育園
「水あそび」

○愛厚つみき保育園
「スイカ割り・水遊び」

♥おやこのおうち
「水遊びデー」

13
★いなっこサロン
☆つくしの会
□ちびっこひろば

14
●森田保育園
「夏まつり：要予約」

♥おやこのおうち
「水遊びデー」

15

17 18
★すわっこひろば
○けやきの木保育園
「プールであそぼう会(雨天中止）
　：予約制(20名）」

●荒輪井保育園
　エリア支援保育所
「おしゃべり交流会
　　　　　　　：予約制」

♥おもちゃのおうち
「おうた遊び」

▲みのり幼稚園
「幼稚園説明会（要予約）」

19
●森田保育園
　エリア支援保育所
「イライラしない子育て
　　　　　　：予約制」

◇子育て・ほっと・
　ひろば
●二ツ橋保育園
「水で遊ぼう」

♥おやこのおうち
「水遊びデー」

▲みのり幼稚園
「園庭開放（雨天：室内
　遊び」「子育て相談」

○びわの実保育園
「プールで遊ぼう」

20
★いなばじランド

21
●荒輪井保育園
「夏まつりお楽しみ会
　　　　　：予約制」

●烏森保育園
「あそび場開放」

●森田保育園
「水遊び①（雨天中止）
　　　　　：要予約」

♥おやこのおうち
「水遊びデー」

2

9

16

中村区子育てカレンダー7月

1

3
★ワクワクルーム
　やなぎっこ
●森田保育園
　エリア支援保育所
「おしゃべり交流会
　　　　　　　：予約制」

♥おもちゃのおうち
「母になるための学校講座
　　　　　　　　要予約」

4
★ひびつっこ
★おひさまっこ
○けやきの木保育園
「七夕会：予約制(30名）」

5
★コロコロルーム
★ぽっぽ子育て広場
「七夕まつり」

●荒輪井保育園
　エリア支援保育所
「ママ＆ベビー広場」

▲同朋幼稚園
「園庭開放」

6
□ちびっこひろば
▲清正幼稚園
「ピヨピヨ広場」

♥おもちゃのおうち
「七夕工作　要予約」

7
▲太閤幼稚園
「未就園児の集い
　　　　　　七夕会」

●平池保育園
「夏まつり：要予約」

♥おやこのおうち
「七夕会：要予約」
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名古屋市子育て応援サイト
子育て家庭と子育て支援者に役立つ情報を

発信するサイトです。

携帯からもお出かけ情報を検索できます。

なごや子育てアプリNAGOMii（なごみー）配信開始しました！
スマートフォン用の子育て支援情報提供アプリを配信しています。

i Phoneをご利用の方 Android端末をご利用の方



※問合せ：中村区役所民生子ども課　☎453-5403

おもちゃのおうち ☎485-7403

　　　　月～金（祝日は除く）　9時半～14時半

岩塚そらいろ保育園 ☎462-8761 くれよんひろば ☎482-8989

●＜公立保育園＞（あそぼう会・園庭開放）
荒輪井保育園 ☎411-7200
荒輪井保育園エリア支援保育所

烏森保育園エリア支援保育所 ☎481-1711

平池保育園エリア支援保育所 ☎451-1151

森田保育園エリア支援保育所 ☎481-2611

おはなし会 ☎411-3651
　　　（赤ちゃん・乳児向け、幼児向け）

♢＜生涯学習センター＞ ☎471-8121
子育てほっとひろば　毎月第3水曜

おもちゃ図書館　　　毎月第2土曜・8月のみなし

　　　

♣＜中村区社会福祉協議会＞ ☎486-2131
すくすく広場　

ちびっこひろば　不定期10～11時半

2017．6．25

（豊臣）コロコロルーム  豊臣コミュニティセンター

 稲西コミュニティセンター

○＜民間保育園＞

（柳）ワクワクルームやなぎっこ

 日比津コミュニティセンター

毎月第2水曜　10～12時　中村区在宅サービスセンター研修室

*連絡先*　

◎＜地域子育て支援センター＞ ★＜学区子育てサロン＞
子育て支援センターなかむら

☎482-4023
（諏訪）すわっこひろば  諏訪コミュニティセンター

（中村保育園内　月～金曜　10～15時） （亀島）かめっこくらぶ  亀島コミュニティセンター

子育て支援センター永信
☎571-0924

（新明）ぽっぽ子育てひろば  新明コミュニティセンター

（永信保育園内　月～金曜　9時半～17時） （岩塚）おひさまっこ  岩塚小学校内トワイライトルーム

子育て支援センターけやきの木
☎454-3733

柳保育園（子育て広場） ☎471-7842

（けやきの木保育園内　月～金曜

けやきの木保育園 ☎454-3733
愛厚つみき保育園（遊ぼう会） ☎471-5516

 柳コミュニティセンター

　　　9～12時　15時半～17時半） （八社）ぺんぎんクラブ  八社コミュニティセンター

稲葉地保育園（ムクわく広場） ☎411-9557 （六反）子育て広場ろくたん  六反コミュニティセンター

永信保育園 ☎571-0924 （稲葉地）いなばじランド  稲葉地コミュニティセンター

（稲西）いなっこサロン

（日比津コミュニティセンター）びわの実保育園（あそぼう会） ☎486-7170
　　　　毎週木曜日　10～15時

（日比津）ひびつっこ

並木保育園 ☎411-2325 　　　　月～金（祝日は除く）　10～15時

ゆめの樹保育園（園庭開放） ☎462-9331

日吉保育園（遊ぼう会） ☎482-1171
出張ひろば　おやこのおうち ☎433-1928

千成保育園 ☎482-1940 ♥＜地域子育て支援拠点＞
中村保育園 ☎482-4020 おやこのおうち（ＮＰＯ法人ひだまりの丘） ☎433-1928

　　　　※月1回土曜日開放あり

（ＮＰＯ法人ひだまりの丘）

☎413-7847
烏森保育園 ☎481-2377 ☆＜子育てサークル＞

ささしまちとせ保育園 ☎589-6530
御田クローバー保育園(あそぼう会） ☎412-5123

（ＮＰＯ法人親子支援センタ―CRAYONLAND）

たかなしの森保育園 ☎462-1831

森田保育園 ☎481-2401 　　　　毎月金曜（3回）11～12時　諏訪コミュニティセンター

すまいるkids ☎482-8989
（ＮＰＯ法人親子支援センターCRAYONLAND）

平池保育園 ☎451-8997 　　　　奇数月第2木曜　10時半～12時　柳コミュニティセンター

新婦人　赤ちゃん親子リズム子組 ☎412-7336
二ツ橋保育園 ☎481-3500 　　　　毎週木曜　10時半～12時　飯田女学院

つくしの会（障がい児親の会）

新富町保育園 ☎471-6419 　　　　　　　　　　　　　　　中村保健所 ☎486-6388

　　　　月～金　10時～15時

岩塚第一幼稚園 ☎412-5555 　　　　毎月第2日曜　13～17時　千成コミュニティセンター

上の宮幼稚園 ☎481-4780

子育てサロンふれんど ☎090-6647-0771

▲＜私立幼稚園＞（園庭開放） 　　　　毎週火・木曜　10時半～12時

飯田幼稚園 ☎411-3209 千成ちっちゃいものクラブ ☎090-5009-0934

（園児降園後～16時半まで　平常時降園は15時）

(夏休み期間中の開放は行いません。）

　　　　月に1回交流会　文化講座　中村公園スポーツセンター

中京幼稚園（不定期11～12時） ☎483-2845

ママスタート・クラブなかむら ☎090-9229-4714
　　（不定期11～12時・14時半～15時半）

　　　　毎週火曜　9時半～11時半　稲西コミュニティセンター

清正幼稚園 ☎471-5556

チビママサークルWithkids中村 ☎090-3934-3438

名古屋遊花幼稚園 ☎482-0200
　　（毎週火・木・金曜　10～14時）

みのり幼稚園 ☎471-8537

♦＜中村図書館＞とよとみ幼稚園 ☎471-5280

　　　　交流会、講座など　10～12時

同朋幼稚園（園庭・絵本の部屋開放） ☎411-1162

太閤幼稚園（毎週水曜9～11時） ☎471-8807

（第一子1歳まで　会場ごとの事前登録制）

　中村スポーツセンター・千成コミュニティセンター・アクテノン会場

双子の会（年4回　予約制）　　中村保健所

□＜中村児童館＞開館時間 8時45分～17時 ☎451-5162

わかくさ幼稚園（毎日14時半～） ☎452-4318
■＜保健所事業＞ ☎486-6388
コアラッコ


