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栄区地域子育て支援拠点にこりんく

太陽を浴びながら身体を思いっきり動かして、いたち川沿いのお散歩を楽しみましょう♪
時：5 月２0 日（土） 10 時 30 分～１２時 （にこりんくに戻り、昼食を食べて解散）
※雨天時はにこりんくで遊びましょう！
ベビーカー
内 容：いたち川沿いを、親子でお散歩(12 時から昼食はにこりんくで食べます)
対 象：５か月～未就学児の子ども＆パパ ☆ママも一緒にどうぞ☆
持ち物：飲み物、お弁当、汗拭きタオル、帽子、虫よけ対策、日よけ対策
集合場所：にこりんく

抱っこひもでの
参加も OK!!

☆定員 12 組・予約 4 月 25 日（火）開始☆
予約＆お問い合わせはにこりんくまで

にこりんくお楽しみ会

ひまわりの会

プチリトミック①・②
【日にち】毎月各 1 回
【時 間】10:30～11:10
【対 象】①１才代 ②２才～未就学児
【定 員】12 組（要予約）
①１才代はスキンシップを中心に、親子で
ふれあったり、歌やリズムで楽しみます。
②２才からは音楽に合わせてからだを
いっぱい動かしたり、季節に合わせた
製作や歌を歌います。
親子で元気に遊びましょう♪
※弟くんや妹ちゃんは首がすわってから
おんぶ紐での参加となります。

パパボランティアさん
グループによるリトミックや
お歌があります！他にもにこりんく
スタッフによるふれあい遊びもあり
ますよ！
ぜひ、ご家族そろって遊びに
来てください♪
【日
【場
【対

時】5 月 6 日（土）
11:15～
所】にこりんく 1 階フロア
象】0 才～未就学児の
子どもとその親
※予約は不要です

～ひとり親のみなさん集まれ～
にこりんくでは、ひとり親の方の集まりを
して行っています。
5 月は『母の日製作』です。親子で写真を
撮って、写真を飾るフォトフレームをお子
さんと一緒に作ります。ふれ合いあそび
や交流タイムもあります。
気軽にご参加ください。
申込み ０４５－８９１－００８５
受付時間 火曜～土曜
１０：００～１６：００

栄警察署の
おまわりさんによるお話
栄警察署のおまわりさんによる防犯のお話
があります。チャイルドシートの付け方や
不審者への対策についてなど、ぜひお話を
聞きに来て下さい！！
【日
【場

時】5 月２3 日（火）11:30～12:00
所】にこりんく 1 階フロア

にこりんくフロアで５月の上旬
まで、こいのぼり製作を行って
います。
かわいいこいのぼりをぜひ
親子で作りに
来て下さいね！

にこりんくフロアで「母の日」
プレゼント製作を行っています！
いつもみんなのために頑張って
いるお母さんに心を込めて
プレゼントを作りましょう♪

※予約は不要です

相談室でも
子育て期のいろいろな悩みごと、困りごとなどについて子育て
支援拠点の専任スタッフが必要な情報を調べたり適切な支援
機関を紹介したりします。個室での相談や、ひろばで子どもを
遊ばせながらの相談もできます。にこりんくに来られない方には
電話での相談もお受けいたします。気軽にご利用ください！

電話でも

ひろばでも

横浜市の研修を受けた
利用者支援専任スタッフ
「横浜子育てパートナー」
古川がお受けします！

５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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10：30～11：15
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（受付10:00～11:30）

11：15～
（0 才～未就学児）
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13：30～14：20
（２才以上）

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。

にご連絡ください。
（材料費、保育費
などが発生する為）
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13：30～15：30
（当日予約制）

・にこりんく未登録の方はプログラム

・キャンセルの場合は前日の 16 時まで

11：20～
※売切れ次第終わりです
10：30～
定員 12 組
（１才代）

※プログラムによっては
参加費・材料費がかかります。

・親子ヨガ・リトミックは妊娠中の
方は参加できません。
（受付10:00～11:30）
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(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)
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定員 12 組
（2 才以上）

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予 約 受 付 中 ☆
保育あり※要予約

13：30～ 定員８組
（６か月～）※材料費

10：30～12：00
☆表 紙 参 照 ☆※要予約
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11:30～12:00
☆表 紙 参 照 ☆

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予 約 受 付 中 ☆
保育あり 要相談
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10：30～11：15
(抱っこ紐で参加できるママ)
・
11：30～12：00

～理学療法士相談～
14：00～14：45
（子育て中のパパ、ママ）
☆理学療法士による
個別相談は当日予約制

にこりんくのフロアでは
いつでも自由に遊べます

14：00～
（にんじんクラブ）
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10：30～
定員 15 組
（6 か月～１才未満）

11:30～12:00
（0 才～未就学児）

☆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☆

平成 29 年 4 月からいろいろなプログラムの
曜日や日時が変わっています。
ご注意ください！！

☆助産師による育児相談は、４月２６日以降ホームページに載せるので確認してください！！
☆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２つまででお願いします。
土曜日はいくつでもｏｋです！

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て行って
頂きたいと思います。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。
お待ちしています。

パパたち集まれ

にこりんくひなまつり
3 月 3 日、にこりんくフロアで桃の節句ひなまつり
のお祝いをしました。
グラス＆カリヨンのみなさん
によるミュージックベルの演
奏は、とても優しい音色が響
きわたり、心が癒されました。
子ども達は大好きな曲が流れ
ると、一緒に歌い楽しみまし
た。最後はうれしいひなまつ
りの演奏に合わせてパネルシアターを楽しみました。

五感であそぼう〈くもの巣アート〉
3 月 24 日、様々な楽器の音色を楽しんだり、大き
な筒にお絵かきや、シール
貼りをした後に、スズラン
テープにチラシや紙テープを
はりつけ、部屋いっぱいに
くもの巣を作りました。
魔法のステッキを持ってトンネルをくぐり、くもの
巣の探検をしました。参加したママも子ども達も目
を輝かせて楽しみました。

16 組とたくさんの参加があった第 5 回パパたち集
まれ。パパならではの身体を使ったおやこあそびや、
パパと子どもの手形製作を楽しみました。最後はパ
パ同士の交流。子どもの名前の由来やお勧めの
公園の話などで
盛り上がりました。
H29 年度もパパ
参加の楽しいプロ
グラムがいっぱい
です。みなさんの
参加をお持ちしています。

新一年生をお祝いする会
4 月から小学校に入学したお友達はにこ
りんく卒業となりました。そんなこどもたちをお祝い
する会を 3 月 21 日～31 日まで行い、25 名が参加
しました。少し恥ずかしそうにしてる子もいました
が、インタビューすると、
「将来の夢」や「お母さん
の好きなごはん」など一人ひとり立派に答えてくれま
した。メダルのプレゼントと、「一年生になったら」
のお歌のプレゼントでお祝いした後は、記念パネルで
写真を撮って楽しみました。
私たちスタッフもお子さんたち
の成長を見ることができ、
とても嬉しかったです。

http://nicolink-sakae.com

