201９年５月発行

栄区孫育て講座

日 時： 6 月 21 日（金）10 時～12 時
０１２年３月発行 栄区地域子育て支援拠点にこりん
場 所： 栄区役所 新館１階
く
定 員： ２０名
対 象： ・地域の方 ・子育て支援に興味のある方
・これからお孫さんが生まれる方
・子育てサポートシステム会員

栄区の子どもたちをみんなで見守り育てましょう！
今どきの子育てなど、楽しいお話が聞けます♪

講

師

ぼうだあきこ氏
ＮＰＯ法人
ＮＰＯ法人

☆にこりんくにて予約受付中☆

孫育て・ニッポン理事長
ファザーリング・ジャパン理事長

歯科衛生士さんから歯についてや、歯みがきの
コツについてのお話が聞けますよ。
【日 時】 ６月１９日（水）１０:３０～１１：３０
☆予約受付中☆
【場 所】 にこりんく２階
【対 象】 0 才～１才６か月の子どもとその親
【定 員】 １５組
時間厳守で
【持ち物】 歯ブラシ・タオル
お越し下さい

栄区地域子育て支援拠点にこりんく

幼稚園ではどんなことをするの？みんなのお弁当の中味は?
ママと離れて大丈夫かしら…等々、入園前には疑問や心配が
沢山あると思います。幼稚園に通っているママの話を聞いて楽
しく交流しましょう。
☆予約受付中☆

【日
【場
【対
【定

時】
所】
象】
員】

６月２０日（木）１０:３０～1２:００
にこりんく２階
幼稚園の話を聞きたいママ
２０組

マタニティさんあつまれ
～平成と共に歩んだママさん集合！！～
頭や身体をつかって同世代ママ達で楽しみましょう
もちろんトークＴime も☆日頃の悩みやノロケ話等々
みんなでお話してすっきりほっこりしましょう
☆予約受付中☆
【日 時】 ６月２０日（木）１３：００～１４：００
【場 所】 にこりんく２階
【対 象】 ３０才前後のママと子ども
【定 員】 １５組
カフェコーナーで温かいコーヒー、紅茶、
ジャスミン茶を販売しています。
お子様が落ち着いている時にホッと
ひといきブレイクタイムはいかがですか。
ママボランティアさんに描いてもらった
イラストもご覧くださいね♪

～先輩ママと話そう～
お茶を飲みながらマタニティさん同士交流します。にこりんくの
フロアで過ごす赤ちゃんとママたちの様子を見学したり、先輩
ママの話が聞けますよ。ご家族で一緒に遊びに
☆予約受付中☆
来てください！！

【日
【場
【対

時】
所】
象】

【定

員】

６月２９日（土）１０:３０～１２:００
にこりんく２階
はじめてお子さんを
迎える妊婦さん
８組

６月 16 日は父の日！
ありがとうの気持ちを込めて、
プレゼントを作りましょう♪

「あしたばキッズ」について紹介します！！
あしたばキッズは、さまざまな遊び・活動を通じて、 発達に心配や困りごとのある幼児の成長を支えるサークルです。
★集団行動が苦手 ★保護者と離れるのが不安 ★言葉が遅い ★落ち着きがなくじっと座っているのが苦手なんて気がかりはあ
りませんか？あしたばキッズでは、経験豊富な保育協力者の先生と子供たちが、公園での
外遊びやプール、どろんこ遊び、リトミック、製作活動など楽しい経験を重ねています！
（慣れるまでは保護者の方も一緒に活動し、慣れてきたら子供と先生のみで活動します。）
活動日 火・金（週１も可能）１０時～１３時会費あり
連絡先：あしたば幼児訓練会（あしたばキッズ）
a4taba_kids＠yahoo.co.jp 045-894-2424 松原

ブログもご覧ください！

現在のクラスの様子。
お弁当も一人で食べら
れるように先生が
サポートしてくれます。

子供の発達状況を踏
まえて、進路相談にも
保育協力者の先生が
のってくれます。

６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！
(電話予約はこちらの番号のみ
での受付となります)

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

☆助産師による育児相談は、5 月 28 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！

「会員交流会」
10：30～12：00
(会員のみ)
※要予約

13：15～14：00
(０才代)

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

10:30～12：00
（裁縫好きの地域の方）
※針を使いますのでお子様
連れはご遠慮下さい。

10：30～11：15
定員 15 組
（６か月～1 才未満）

13：30～15：30
（当日予約制）

10：30～11：15
定員 12 組
（６か月～）

☆予約受付中☆
☆下記参照☆

11：30 頃から
(両親学級終了後、
希望者のみ）

にご連絡ください。

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

10：30～11：15
10：30～11：30
（抱っこ紐で
定員 12 組
参加できるママ） （2 か月～ハイハイ前）
☆下記参照☆
☆予約不要☆

・キャンセルの場合は前日の 16 時まで

（受付10:00～11:30）

10：30～12：00
(子育てサークル登録
者のみ)

・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
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時間前
までに予防接種の予定がない事を
ご確認ください。
・妊娠中の方はおやこヨガ・
プチリトミックには参加できません。

11：30～
※売切れ次第終了

10：30～11：20
(1 才代)

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

10：30～12：00
☆下記参照☆
☆予約受付中☆

10：00～正午
(予約制・現地集合)

（受付10:00～11:30）

10：30～11：30
定員 15 組
（0 才～1 才 6 か月）
☆表紙参照☆
☆予約受付中☆

10：30～11：15
定員 15 組
（1 才代）

10：30～12：00
☆表紙参照☆
☆予約受付中☆
13：00～14：00
☆表紙参照☆
☆予約受付中☆

10：00～12：00
☆表紙参照☆
☆予約受付中☆

10：30～11：10
（お子さんと参加できるパパ）

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

（子育て中のパパママ）

10：30～11：20
定員 15 組
（２才～未就学児）
☆予約受付中☆

（初めてお子さんを迎え
る妊婦さんとご家族）

13：30～
☆理学療法士による
個別相談は当日予約制

☆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☆

にこりんくのフロアでは
いつでも自由に遊べます
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。

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)

10：30～12：00

☆表紙参照☆
☆予約受付中☆

・にこりんく内での撮影・録画等は
「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。

にこりんくでは土曜日に年間を通して『パパたち集まれ』を開催しています。
今回は段ボールで大きなお家を作って遊びましょう♪

日時：6 月１５日（土）10 時 30 分～12 時 00 分
場所：にこりんく２階 多目的スペース
対象：5 か月～未就学の子どもとパパ ☆ママも一緒にどうぞ☆
定員：１２組
☆予約受付中☆
持ち物：飲み物 タオル

https://nicolink -sakae.com
ふれあい遊びやパラバルーン、ゲームやパネルシア
ター等、親子でたくさんふれあって遊びましょう♪

おやこ遊び等をして、楽しい時間を過ごしま
せんか？安全なおもちゃが充実しています！！

【日 時】 6 月 11 日（火）11:00～11：40
☆予約不要☆
【場 所】 豊田地域ケアプラザ
【対 象】 0 才～未就学の子どもとその親
【問合せ】 豊田地域ケアプラザ 045-864-5144
にこりんく 045-898-1615
＜共催：豊田地域ケアプラザ・にこりんく＞

【日 時】 6 月 25 日（火）11:00～12：00
【場 所】 桂台地域ケアプラザ
【対 象】 0 才～２才の子どもとその親
【定 員】 １２組
☆予約受付中☆
【申込み】 桂台地域ケアプラザ 045-897-1111
＜共催：桂台地域ケアプラザ・にこりんく＞

「横浜子育てパートナー」
子育て中の悩みや困り事等、「こんなこと聞いて大丈夫かな?」と思わず、にこりんくフロアや電話で
気軽にご相談下さい。地域の子育て情報の提供や支援先の紹介も行っています。
横浜子育てパートナー専用ダイヤル

０４５－８９１－００８５

担当：松本

