201９年 3 月発行

平成３１年度にこりんくプログラム

栄区地域子育て支援拠点にこりんく

・ボランティアコーディネート

※４月よりプログラムの変更があります。
詳細は別紙一覧表でご確認ください。

交流プログラム

発達プログラム

専門相談

土曜日プログラム

リフレッシュプログラム
交流プログラム

地域ボランティア

～プラレールであそぼう～

子どもとたくさんふれ合って遊びましょう♪
家でもできる簡単な遊びを紹介します！
プレパパママのご参加もお待ちしています♪
【日 時】4 月 20 日(土) 11：15～11：45
【場 所】にこりんく１階フロア
【対 象】０才から未就学の子どもとその親
妊婦の方、そのご家族

2 階のフロアいっぱいにプラレールを広げて
みんなで遊びましょう！
【日 時】4 月 19 日(金) 13：30～14：20
予約受付中
【場 所】にこりんく２階
【対 象】２才から未就学の子どもとその親

自転車・チャイルドシートの安全な使用や不審者対応に
ついてのお話を聞きましょう。

【日
【場
【対

横浜子育てパートナー
子育ての悩み相談や、幼稚園・保育園・一時預かりなど
地域の子育て情報提供も行っています。電話での相談も
行っていますので、お気軽にご利用ください。

時】4 月 23 日(火) 11：30～11：50
所】にこりんく１階フロア
象】０才から未就学の子どもとその親

横浜子育てサポートシステム
お子さんの預かりや送迎をしてほしい人(利用会員）と、預かりや
送迎ができる人(提供会員)が登録し、お互いの責任と信頼のもとに
行う地域の支え合い活動です。（有償） にこりんくで定期的に入会
説明を行っておりますので、気軽にご参加ください。

横浜子育てパートナー専用ダイヤル

０４５－８９１－００８５

０４５－８９１－００８５
にこりんく担当：河野 山本

にこりんく
スタッフ紹介
平成 31 年度 4 月よりにこりんくのお休みが変更になります。

変更後
変更後

当日参加

横浜子育てパートナー専用ダイヤル
にこりんく担当：松本

変更前

当日参加

日・月・祝日・年末年始・拠点が定める休館日
ホームページも
確認してね！

日・月・祝日・年末年始
月曜が祝休日の場合、翌日の火曜日は
休館となります。

好きな食べ物は?

４月 にこりんくカレンダー
☆ホームページも見てね！カレンダーや活動内容、お知らせが見られますよ。
プログラムは都合により変更になる場合があるので、ホームページで確認してみてね！
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前日までに登録をお願いします。

・ベビーマッサージは当日の４８時間

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

10
13：15～14：00
(0 才代)
「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

11

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

17

10：30～11：15
定員 15 組
（６か月～1 才未満）

（受付10:00～11:30）

10：30～11：15
定員 15 組
（1 才代）

18

19

24

11：30～11：50
☆表紙参照☆

・キャンセルの場合は前日の 16 時ま
でにご連絡ください。（材料費など
が発生する為）

20
10：30～11：10

11：30～11：50

13：30～14：20
（２才～未就学児）
☆表紙参照☆
☆予約受付中☆

13：30～15：30
（当日予約制）
10：30～11：15
定員 12 組
（６か月～）

・おやこヨガ・プチリトミックは
妊娠中の方は参加できません。

13

11：30～
※売切れ次第終了

16

23

前までに予防接種の予定がない事を
ご確認ください。

12

10：30～11：20
(1 才代)

25

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

26

11：15～11：55
(0 才～未就学児)
～にんじんクラブ～
14：00～
(0 才～未就学児)

10：30～11：30
定員 5 組
（1 才半以上）
(集団遊びが少し苦手な
お子さん）

11：15～11：45
☆表紙参照☆

27
「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

14：00～15：00
（子育て中のパパママ）

30

※プログラムによっては
参加費・材料費がかかります。

・にこりんく未登録の方はプログラム

６

（受付10:00～11:30）

９

(プログラムの予約はこの電話
番号のみでの受付となります)

☆理学療法士による
個別相談は当日予約制
☆助産師による育児相談は、3 月 26 日以降ホームページに掲載します。確認し
てください！！
☆たくさんの方が参加できるよう、平日プログラムの予約は、ひと月に３つまで
でお願いします。
土曜日はいくつでもｏｋです！

にこりんくひなまつり

家庭内の事故予防について

2/5

栄消防署の消防士さんから区内の救急車出動の事例、心肺
蘇生法のデモ、＃7119 の使い方についてお話がありまし
た。「パン等柔らかいものでも窒息になる」ことや「氷や飴
でもとけるのを待つ猶予はない」等の話に驚いたという声
がありました。

離乳食の話

2/6

管理栄養士による離乳食についての話がありました。離乳
食の量や食材の刻み方をフードモデルで確認したり、離乳
食の進め方や食材について聞くことが
できました。
「全然食べてくれない」
「うちの子はもっと食べているけど
大丈夫かな？」等の話が出ていました。

乳幼児応急処置法

2/23

赤十字の指導員から誤嚥の対処法、怪我や骨折をした
際の処置の話と実習があり、身近にあるもので処置で
きることを知り勉強になったと感想が
ありました。

カレンダーのプログラム（発達に
合わせた遊び）はほとんどが２階
で行っています。
発達プログラムで体験した内容は、
おうちでも繰り返し行ってくださ
い。また、1 階フロアではいつでも
自由に遊べます。気軽に遊びに来て
くださいね。お待ちしています。

・にこりんく内での撮影・録画など
は「肖像権」や「プライバシー
権」を侵害する可能性があるた
め、お止め下さい。
・携帯電話の使用につきましては、
緊急時以外お控えください。

3/2

講師の千葉ひろみ氏から栄区の防災情報や非
常持ち出し品の説明、おんぶ体験等の話があ
り、日頃からおんぶに慣れさせておくこと
や、日頃の備えの大切さを知りました。

あらふぉーママたちの会

にこりんくのフロアでは
いつでも自由に遊べます

3/1

サークルままうたい隊のみなさんから優しい歌
声の発表がありました。大きな円になってお手
玉遊びをしたり、ちくちくボランティアさんに
作成していただいたお雛様のタペストリーをパ
ネルシアター風に使い、お歌を
うたって、ひなまつりのお祝いを
しました。

いざという時の防災講座

☆その他のプログラムは
当日参加または予約受付中☆
☆各プログラムは開始 10 分前
までにお越しください☆

3/7

利用者ママと一緒に企画、開催しました!
始めは少し緊張していたママたちも、サイコロト
ークをしていくうちに会話も弾み、グループに分
かれてのイントロドンクイズでは、大きな笑い声
が響き渡っていました。
優勝チームにはメダルの
プレゼントもありました。
とても楽しいひととき
でした♪

http://nicolink -sakae.com

