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お子さんをだっこ紐で抱っこしてお歌をうたう
パパを募集しています。
パパたちの素敵な歌声をお子さんに聞かせたり、
パパ同士の交流を図る機会になればと思って
います。パパとお子さんが活動している間、
ママはお家やにこりんく１階フロアで
ゆっくり過ごしてください♪

★要予約★

第２回

栄区地域子育て支援拠点にこりんく

日

時：5 月 27 日（土）１１：１５～１１：45
6 月 24 日（土）１１：１５～１１：45
場 所：にこりんく 2 階
対 象：お子さんと参加できるパパ
申し込み：にこりんくにて予約受付中
（０４５-８９８-１６１５）
持ち物：抱っこ紐、飲み物

パパたち集まれ!!

「段ボールハウス作り」
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１７日（土） １０：３０～１２：００
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】0 才～未就学の子どもとパパ（ママも一緒にどうぞ）
【定 員】1２組(定員になり次第〆切)
【持ち物】飲み物
【予約・問い合わせ】にこりんく 045-898-1615

子育てサポートシステム
出張入会説明会 ｉｎ おやこの駅ひろば
子ども（０才～小学６年生）を預かって欲しい人
と預かりが出来る人が会員登録し、地域の方同士が
有償で支えあうシステムです。
【日

時】6 月 2 日（金）
11:00～
【場 所】おやこの駅ひろば
【対 象】子どもを預かって欲しい人・預かれる人
【定 員】8 名
★予約受付中★
【予約・問い合わせ】
おやこの駅ひろば
栄区笠間 4-11-6 グランフォレスト 1 階 B
TEL045-895-6320

JA 横浜 ～横浜農業についてのお話と
じゃがいもの食べ比べ～
ＪＡ横浜の方が、みなさんが住んでいる横浜の農業や
旬の野菜の話をしてくれます。同じ野菜でも色々な品
種があります。ジャガイモの食べ比べをして、それぞ
れのにおいや味を感じてみてくださいね。
★要予約★
【日 時】6 月 22 日（木）
10:30～
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】0 才～未就学の子どもとその親
【定 員】15 組
【予約・問い合わせ】5 月 31 日（水）より予約開始
にこりんく 045-898-1615

親子でたまねぎ収穫
子ども支援農園さんが大切に育ててくださった玉ねぎを収穫し
ませんか？とりたての玉ねぎは美味しいよ！
親子で土にさわって収穫を楽しみましょう♪
【日 時】6 月 3 日（土）10:00～11:00（受付 9：45～）
※雨天中止
【場 所】子ども支援農園
★予約受付中★
栄区北桂台 10（桂台北バス停 1 分）
※現地集合・解散
【定 員】２５組（6 か月～の子どもとその親）
【参加費】大人・子ども 100 円
※未就学児は無料
【予約・問い合わせ】にこりんく 045-898-1615
☆当日、収穫とは別に玉ねぎを販売もしています☆

幼稚園ママと話そう！
幼稚園ではどんなことをするの？
ママと離れて大丈夫かしら…などなど入園前には疑問
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。質問に答えて
くれる幼稚園ママもお待ちしています。
【日 時】6 月 29 日（木）
★予約受付中★
10:30～11:30
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】幼稚園ママ・話を聞きたいママ
【定 員】３０組
【予約・問い合わせ】にこりんく 045-898-1615

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！
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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！！
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定員 15 組（2 才以上）
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※要予約

10：30～11：15
(抱っこ紐で参加できるママ)

☆表 紙 参 照 ☆
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13：15～14：00
（０才代全員）

10：30～11：15

・にこりんく未登録の方はプログラム
・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。

「出張入会説明会」
「出張入会説明会」
In
おやこの駅ひろば
in 親子の駅ひろば
11：00～☆予
約受付中☆
11：00～
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※プログラムによっては
参加費・材料費がかかります。
前日までに登録をお願いします。

（受付10:00～11:30）
13：30～ 定員８組
（６か月～）※材料費
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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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10：30～11：30
「入会説明会」
10：30～11：30
☆予 約 受 付 中 ☆

・親子ヨガ・リトミックは妊娠中の
方は参加できません。

・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、保育費
などが発生する為）

保育あり※要予約
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14・
10：30～11：30
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10：30～
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

10：30～
定員 15 組
（6 か月～１才未満）

11：20～
※売切れ次第終わりです

13：30～14：20
（２才以上）

17
10：30～
定員 15 組
（１才代）

10：30～12：00
☆表 紙 参 照 ☆※要予約

13：30～15：30
（当日予約制）

22

20

21

11:30～12:00
（0 才～未就学児）

（受付10:00～11:30）

23

10：30～
☆表 紙 参 照 ☆※要予約
14：00～
（にんじんクラブ）

27

28・

10：30～
定員 14 組（６か月～）

10：30～
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）
･

29

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予 約 受 付 中 ☆
保育あり 要相談
・
11：30～12：00

30

10：30～11：30
☆表 紙 参 照 ☆

24
11：15～11：45
☆表 紙 参 照 ☆※要予約
～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

「提供会員交流会」
10：00～12：00
（提供会員）

(同上)

☆助産師による育児相談は、５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！

☆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。

0 ちゃんベビー集まれ

平成 28 年度 記念ボード完成！
平成２８年度の記念ボードは虹の木をイメージし
て作りました。虹の木の花の中にはこの春新１年生
になった子ども達のメッセージが一生懸命な文字で
書かれています。虹の木の周りのハートのカードに
は、にこりんく利用者のパパママたちから子ども達
へのメッセージを残しました。
みんなの思いがつまった
記念ボードは１階フロアに
飾ってあります。是非、
ご覧になって下さいね。

にこりんくお楽しみ会
5 月 6 日にこりんくお楽しみ会では、ふれあい遊び
を通して親子のスキンシップをたくさんとりました。
パパボランティアさんによる
リトミックでは、みんなでお
歌をうたいながらお散歩して
楽しみ、最後に男女混声の
お歌のプレゼントをしてもら
いました。参加者は素敵なハーモニーに癒され、
その歌声に思わず踊りだすお子さんもいました♪

大きな一つの輪になってのふれあい遊びでは、みんな
笑顔で、ママ達もたくさんうたってくれました。交流
タイムでは月齢別のグループに分かれ、おすすめ花見
スポットなどの情報交換をしたり、
お子さんの名前の由来について
話したりと、にぎやかに交流
することができました。

1 さいチビちゃん集合
みんなでふれあい遊びや、
「わーお」の体操を
行いました。家でも踊っているお友だちは元気いっぱ
い、初めての子も楽しそうに真似をして踊りました♪
ママたちもゲームを通して交流し、会話が弾んでいま
した。1 才チビちゃん集合は第２木曜日の午前に時間
が変わりました。ご参加お待ちしています。

あつまれ！にこりんキッズ
２才以上の元気いっぱいの子どもたちが集まりまし
た。ダンスやパラバルーンで身体を思い切り動かした
後はこいのぼり製作。オリジナルのこいのぼりが完成
して嬉しそうに泳がせていました。シールあそびをし
ている間はママたちの交流タイムで出身地トークから
育児話まで１５分ほどお話ができました。
最後にはママに絵本を読み聞かせてもら
い盛りだくさんの内容で楽しみました♪

http://nicolink-sakae.com

