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栄区地域子育て支援拠点にこりんく

お休み

第２回

★予約受付中★

パパたち集まれ!!

「ぼくらの出番だ、大作戦‼」

パート 2

今回は３児のパパでもある千葉先生を講師としてお招きし、『パパ講座』を行います。鎌倉女子
大学の先生と一緒に父親ならではの育児の楽しさや悩みなど一緒にお話しませんか♪パパと
おやこ遊び・キラキラボトルつくりのあと千葉先生による講座、パパ同士の座談会となります。
講座と座談会はパパと子どものみの参加です。ママは１階でのんびりしててね☆
【日 時】７月１５日（土） １０：３０～１２：００ 【場 所】にこりんく 2 階
千葉 弘明 先生
【対 象】0 才～未就学の子どもとパパ【定 員】1６組(定員になり次第〆切) 鎌倉女子大学 児童学部児童学科 准教授
専門領域 ：児童福祉、社会的養護
【予約・問い合わせ】にこりんく 045-898-1615
研究テーマ：保育士の倫理、保育士養成の
あり方について

情緒障害児のストレス

おり姫とひこ星が年に一度出会える素敵な日。毎年にこりんくフロアでは大きな笹に親子で作った飾りや、お願い事を書い
た短冊をつけて、笹飾りを作ります。七夕会では七夕のパネルシアターを見たり、ミニコンサートを楽しみながら素敵な
ひと時を一緒に過ごしたいと思います。地域の方もぜひ遊びに来てくださいね☆
【日
【対

時】
象】

7 月 7 日（金）11:15～ 12:00
0 才～未就学児とその親・地域の方

★予約受付中★

マタニティさん集まれ‼

子育てサポートシステム
出張入会説明会 ｉｎ 豊田地区センター

栄区の栄養士さんが子どもの栄養
と食事の話をしてくれます。栄養士
さんとグループ相談の時間もあり
ます。
【日 時】7 月 5 日（水）
13:15～14:00
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】0 才代の子どもと
その親
※予約は不要です

水遊び

～これからパパママになる方～

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】7 月 12 日（水）
10:３0～11:15
【場 所】豊田地区センター（２階和室）
【対 象】子どもを預かって欲しい人
預かれる人
【定 員】10 名
【予約・問い合わせ】
子育てサポートシステム 栄区支部
TEL 045-392-3967

0 ちゃんベビー集まれ
「栄養と離乳食の話」

【場 所】 にこりんく１階フロア
★当日参加なので、予約は必要ありません★

みんなでフラワーアレンジメントを
した後、お茶会をして交流しませんか？
これから出産を控えたママ・パパの見学
も、随時受け付けています♪ぜひ遊びに
来て下さい。
【日 時】7 月 19 日（水）
13:30～15:00
【場 所】にこりんく
【参加費】100 円
【対 象】出産を予定している
マタニティママ
【定 員】10 名（定員になり次第〆切）
【持ち物】タオル・飲み物
【予約・問い合わせ】にこりんく
045-898-1615

1 さいチビちゃん集合
「歯の話」
歯科衛生士さんから歯のお話や
ブラッシングのお話が聞けます。
普段使っている歯ブラシとタオル
をお持ちください！
【日 時】7 月 13 日（木）
13:30～14:20
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】1 才代の子どもと
その親
※予約は不要です

にこりんくでは 7・8 月に水遊びがあります。
【日にち】7 月にこりんくカレンダー参照
【時間・対象】
午前の日 午後の日
①お座り～
10:45～ 13:45～
②歩き始め～ 11:15～ 14:15～
【受 付】・当日行います。予約は不要です。
【持ち物】・水遊び用オムツ・T シャツ
・タオル・日よけ用帽子（親子）
・水分補給できる物・お着替えセット
（お外にお着替えコーナーがあります。
）
☆お願い☆
・朝必ず検温してきて下さい。
・プールの中に入るのは衛生上ご遠慮下さい。
・天候により中止する場合があります。

夏の涼しい五感遊び
親子で一緒に五感を刺激する遊びのプログラムで
す。今回は涼しさを感じるおもちゃ作り！
みんなで一緒に楽しみましょう♪
【日

時】7 月 27 日（木）
10:30～11:30
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】２才～未就学の子どもとその親
【定 員】１２組（定員になり次第〆切）
【参加費】200 円
【予約・問い合わせ】にこりんく
045-898-1615

7 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。

(プログラムの予約はこの電話
番号のみでの受付となります)

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！

火

水

木
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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。

１

・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。

４

５

６

「栄養と離乳食の話」
13：15～14：00
（０才代全員）

７

10：30～
定員 15 組（2 才以上）

（受付10:00～11:30）
「入会説明会」
10：30～11：30
☆予 約 受 付 中 ☆

11：15～12：00
☆表 紙 参 照 ☆

･

保育あり※要予約

13：30～ 定員８組
（６か月～）※材料費

11
10：30～11：30

12・
「出張入会説明会」
In 豊田地区センター
10：30～☆予 約 受 付 中 ☆

18

12・

13

10：30～
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

10：30～11：15
(抱っこ紐で参加できるママ)

19

10：30～
定員 15 組
（6 か月～１才未満）

20
(同上)

「入会説明会」
(同上)
13：30～15：30
（当日予約制）

25
11:30～12:00
（0 才～未就学児）

15
「ぼくらの出番だ
大作戦！！」

10：30～11：30

21

※要予約

11：15～11：45
～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

13：30～15：00 ※要予約
☆表 紙 参 照 ☆

27
「夏の涼しい五感遊び」
10：30～11：30
定員 12 組※要予約
（2 才～未就学児）
☆表 紙 参 照 ☆

28・

(同上)
14：00～
（にんじんクラブ）

にご連絡ください。
（材料費、保育費
などが発生する為）

22
10：30～
定員 15 組
（１才代）

13：30～14：20
（２才以上）

10：30～
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）
･

・親子ヨガ・リトミックは妊娠中の
方は参加できません。

10：30～12：00
☆表 紙 参 照 ☆※要予約

13：15～14:15
定員 14 組
（６か月～）

11：15～
（0 才～未就学児）

26・

前までに予防接種の予定がない事を
ご確認ください。

・キャンセルの場合は前日の 16 時まで
14

「歯の話」
13：30～14：20
（１才代）

11：20～
※売切れ次第終わりです

・ベビーマッサージは当日の４８時間

８

29

11：30～12：00

PM
①おすわり～
13：45～
②歩き始め～
14：15～

☆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☆

のみ

☆助産師による育児相談は、6 月２７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！

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。

パパたち集まれ～親子でウォークスタンプラリー～

おまわりさんによるお話
栄警察署のおまわりさんをお招きして、
チャイルドシートの付け方の実演や危険防止の
お話をして頂きました。
・自転車の幼児用座席以外にお子さんを乗せる時は、
前抱っこではなくおんぶで乗る。
・転倒防止の為ヘルメットはかぶらせてから乗車する。
・不審者かな?と思ったら、迷わずすぐに１１０番して
下さい！！
講座終了後も婦警さんと直接話したりと、
関心の高さがうかがえました。

抱っこパパ隊～今年はパパ達も歌います～
5/２７(土)歌好きのパパ達が集まり、抱っこ紐でお子
さんを抱っこしながら「かえるの合唱」「大きな古時
計」「どんなときも」など歌いました。終わる頃には
スヤスヤ眠る子も…「久ぶりに大きな声で歌い、気持
ちよかった」「いつもと違う我が子の表情を見ること
ができました」などの感想がありました。
これからも仲間を増やし
活動を広げていきたいですね！
次回は 7 月 22 日（土）です！

8 組の参加がありました。スタンプポイントでは記念撮影
やしゃぼん玉などをしました。パパには大型シャボン玉に
チャレンジしてもらい成功すると
大歓声が上がりました。暑い日でしたが
子ども達は一生懸命歩きました。
にこりんくでゴールし一緒にお弁当を
食べました。

親子で玉ねぎ収穫
とてもいい天気の中、24 組 63 名の親子が参加。子ど
も支援農園の方々が育ててくださった玉ねぎを収穫しま
した。土から出たねぎの部分を引っ張って「スッポー
ン！」子どもたちも上手に引き
抜けました。玉ねぎをかかげて満足
そうな子どもたちの笑顔がたくさん
見られました！

http://nicolink-sakae.com

