
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  児童館があなたの町におでかけします！ 

ぜひ親子で遊びに来てください！ 

<日時> 11月 9日(金) 午前 10時～11時 30分 

<対象> 未就園児と保護者 

<場所> オーネストひびの大宝  

     8階地域交流室 

    (熱田区大宝一丁目 1-3) 

※当日自由参加・無料 

※公共交通機関でお越しください。 

内容は児童館に来てからのお楽しみ！ 

<日時> 11月 10日(土) 午後 2時～4時 

<対象> 幼児(保護者同伴) 

小学生・中学生・高校生 

※当日自由参加・無料 

あっちゃんロードショー 

みんなで楽しくクッキング☆ 

<日時> 11月 18日(日) 午後 2時～4時

<対象> 小学生・中学生・高校生 15名 

<費用> 300円 

<申込> 11月 11日(日) 午前 10時～ 

(電話申込可・先着順) 

あっちゃんクッキング 

児童館のホールで思いきりあそぼう！！ 

<日時> 11月 7日(水) 午前 10時～12時

<対象> 未就園児と保護者 

※当日自由参加・無料 

あっちゃんサロン 

親子でふれあう体操をします！  

<日時> 11月 13日(火) 午前 10時～11時 

<対象> 未就園児と保護者

※当日自由参加・無料 

おやこ体操 

名古屋学院大学のお兄さんお姉さんと一緒に遊ぼう！ 

<日時> 11月 17日(土) 午後 2時 30分～3時 30分 

<対象> 小学生・中学生・高校生 

※当日自由参加・無料 

 

あっちゃんタイム 

乳幼児向けのおもちゃがたくさん登場！

<日時> 11月 14日(水) 午前 10時～12時

<対象> 未就学児と保護者 

※当日自由参加・無料 

おもちゃ図書館 

こわれたおもちゃを直します！ 

<日時> 11月 11日(日) 午前 10時～午後 3時 

※電子ゲーム不可 

おもちゃ病院 

あそびのひろば 
みんなで楽しく遊びましょう♪ 

<日時> 11月 15日(木) 午後 3時 30分～4時 30分 

<対象> 小学生 

※当日自由参加・無料 

あつたっ子ひろば mini 
気軽に参加できる乳幼児向けイベントです！ 

<日時> 11月 29日(木) 午前 10時～11時 30分 

<対象> 0歳からの未就園児と保護者 

<場所> 熱田児童館 ホール 

<問合> 熱田区民生子ども課 TEL683-9903 

※予約不要・参加費無料 

※当日午前 6時以降に「大雨警報」または 

「暴風警報」が発令されている場合は中止です。 

おどってあそぼう 
リズム遊びで楽しみましょう♪ 

<日時> 11月 28日(水) 午前 10時～11時 

<対象> 未就園児と保護者 

※当日自由参加・無料 

歌やおはなしで楽しみましょう♪ 

<日時> 11月 21日(水) 午前 10時～11時 

<対象> 未就園児と保護者 

※当日自由参加・無料 

うたってあそぼう 

 

今回は 

熱田児童館で開催します☆ 



 

 

月 火 水 木 金 土 日 

○申…申込開始日 

☆…会員制クラブです。詳しくは児童館までお問合下さい。 

休館日…3 日(土/祝)・5 日(月)・12 日(月)・19 日(月) 

23 日(金/祝)・26 日(月) 

１ ☆幼児 ２  ３  ４  

    

  (文化の日)  

あったか NIGHT  おやすみ  

５ ６  ７  ８ ☆幼児 ９  10 ☆バスケ 11  

  あっちゃんサロン  おでかけあっちゃん ☆将棋 おもちゃ病院 

     あっちゃんロードショー ○申あっちゃんクッキング 

おやすみ   あったか NIGHT    

12 13  14  15 ☆幼児 16  17 ☆作って遊ぼう 18   

 おやこ体操 おもちゃ図書館     

 .  あそびのひろば  あっちゃんタイム あっちゃんクッキング 

おやすみ   あったか NIGHT    

19 20  21 22 ☆幼児 23  24  25  

  うたってあそぼう     

    (勤労感謝の日)   

おやすみ   あったか NIGHT おやすみ   

26 27  28 29 30   

 ○申ベビーマッサージ おどってあそぼう あつたっ子ひろば mini  

     

おやすみ   あったか NIGHT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<日時> 12月 4日(火) 午前 10時 30分～11時 30分 

<対象> 2～5か月の乳児とその保護者 10組 

<申込> 11月 27日(火) 午前 10時～ 

    (電話申込可・先着順) 

ベビーマッサージ 

名古屋市熱田児童館(地域子育て支援拠点) 
〒456-0051 名古屋市熱田区四番二丁目 10番 10号 

電 話：052-659-6307  

F A X：052-651-7251 

開館時間：午前 8時 45分～午後 5時 

(木曜日のみ 中学生…午後 7時、高校生など…午後 8 時まで) 

ホームページ： http://atsutajidoukan.web.fc2.com/ 

交 通：地下鉄 名港線「六番町」②出口より東へ徒歩 10 分 

市バス 幹神宮２系統（神宮東門～権野）「二番町」より徒歩８分 

※駐車場が少ないので、公共交通機関でお越しください。 

※熱田児童館は、熱田区社会福祉協議会が指定管理者として運営を行っています。 

11月の予定 

あっちゃん 

（オーネストひびの大宝） 

(熱田児童館) 

あったか NIGHT 

中高生の時間です！たくさん遊べるよ☆ 

<日時> 毎週木曜日 午後 5時～8時 

    ・中学生は午後 7時まで 

    ・高校生は午後 8時まで 

<対象> 中学生～18歳未満 


