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栄区地域子育て支援拠点にこりんく

今年もさかえ次世代交流ステーションで、みんなで楽しめるおまつりを開催します。さかなつりゲーム、ヨーヨー
などのお楽しみの他、たこやき、カキ氷など模擬店も多数出店。にこりんくのミニコンサートには、抱っこパパ隊も
出演します♪（11：2５頃）おもちゃ病院さんによるプラレール展示や手作りおもちゃなどの楽しい催しがたくさん
ありますよ。当日にこりんくは 10：00～14：00 開館していますので、ぜひ皆さん遊びに来て下さい。

知っていると役立つ赤ちゃんの不思議
栄区地域子育て支援拠点にこりんくは 0 歳～未就学児の親子が
安心して遊べる居場所です。にこりんくに遊びに来ている親子と
ふれあいあそびを一緒に楽しみませんか？
簡単なおもちゃを作ったり、さかえダンディーズさんに
よる素敵なお歌もあります。
11 時過ぎからフロアでは交流
あそびをします。にこりんくの
お友だちもたくさん遊びに来
てくださいね♪

＜日時＞９月 22 日（金）
10:30～12:00
＜会場＞栄区地域子育て支援拠点 にこりんく
＜定員＞２０名（定員になり次第〆切）

赤ちゃんはママのおなかの中で何をしているの?ママの心や
からだには、どんな変化があるの?そんな産前産後の赤ちゃ
んやママの不思議を知って孫や地域のこどもたちの子育て
を応援してみませんか?
＜日時＞９月 29 日（金）
10:00～12:00
＜会場＞
栄区役所新館１階
子どもを抱っこして歌う
「ままうたい隊」の皆さんによる
＜定員＞３0 名（定員になり次第〆切）
素敵な歌のプレゼントがあります！
＜講師＞ぼうだあきこ氏
みなさんの歌声に癒されつつ一緒に

（ＮＰＯ法人孫育て・ニッポン理事長）

歌いましょう♪

＜対象＞妊婦さん＆妊婦さんのご家族・お孫さんのいる方・子育て支援に興味のある方・子育てサポートシステム提供会員
＜予約・問合せ＞にこりんく ＴＥＬ/ＦＡＸ０４５-８９８-１６１５ １０：００～１６：００ 休館日:日曜・月曜・祝日
【共催

9 月は「ひとり親サポートよこはま」の方が講師に来て、
子どもの成長に伴う関わり方のコツなどお話しがあります。
講座の後には交流タイムもあります♪
気軽にご参加下さい。
参加希望の方は日時をお問い合わせ下さい。
【問合せ】にこりんく子育てパートナー 045-891-0085

イヤイヤ期の子どもとの関わり方や遊びのヒントがたくさん！！
ぜひご参加ください！
☆8/25(金)予約開始☆
【日 時】９月 21 日（木）1３:30～1４:３0
【講 師】桂台保育園 押田先生【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】２才以上の子どもとその親（定員１５組）
【予約・問合せ】にこりんく 045-898-1615

【日
【講
【場
【対

栄区こども家庭支援課】

親子で楽しめる遊びを、たくさん紹介します。
パパママも体を動かして気持ちいい汗をかきましょう♪
時】9 月 16 日（土） 13:30～14:30
師】栄スポーツセンター指導員
所】にこりんく 2 階
象】2 才～未就学児の親子（定員 10 組） ☆予約受付中☆

にこりんく虹のふれあいコンサート
抱っこママコーラス参加者募集♪
12/2（土）に栄公会堂で行なう「虹のふれあいコンサート」
に出演する抱っこママ隊を募集します！
抱っこママ隊としてお子さんと一緒にステージに上がり、
素敵な思い出をつくりませんか。

☆8/２９(火)予約開始☆
鎌倉女子大学の学生さんによる絵本カフェ‼おままごとで
カフェ遊びコーナーや絵本の読み聞かせコーナーがあります♪
【日 時】９月 2０日（水）1０:30～11:45
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】２才以上の子どもとその親（定員１５組）
【予約・問合せ】にこりんく 045-898-1615

☆予約受付中☆

【対

象】抱っこ紐でお子さんを抱っこして練習し、
コンサートに参加できるママ
【予 約】TEL またはにこりんく受付にて
【募集人数】５０組
※定員になり次第締め切り
【練習日】練習開始 9/２６（火）11：30～12：００
基本週 1 回を予定しています。
参加者には改めて詳細をお伝えします。

９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！

水

火

１
☆助産師による育児相談は、８月２9 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！

５･
13：15～14：00
（０才代）

金

木
１

☆予約受付中☆

10：30～11：15
（抱っこ紐で参加できるママ)

６

７

８

・

10：30～
定員 15 組(２才以上)
・

13・
10：30～11：30

10：30～
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

14

10：30～
定員 15 組
(6 か月～1 才未満)
13：30～15：30
（当日予約制）

26
10：30～
定員 14 組
（６か月～）
･
11：30～12：00
（コンサートに参加する方）
☆表 紙 参 照 ☆※要予約

（受付10:00～11:30）
･
10：30～11：45
（２才以上）
☆表 紙 参 照 ☆

☆予 約 受 付 中 ☆
27･
10：30～
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）
･

前までに予防接種の予定がない事を
ご確認ください。
・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）

16･

11：30～12：00
（0 才～未就学児）

11：00～11：45
･
定員 10 組
13：30～14：30
（２才～未就学児）

11：20～
※売切れ次第終わりです

20

・ベビーマッサージは当日の４８時間

14：00～
（にんじんクラブ）

☆予 約 受 付 中 ☆

19・

前日までに登録をお願いします。

にこりんくは
14 時閉館です!

10：30～11：30

15

10：30～11：15
(1 才代)

・にこりんく未登録の方はプログラム

９

「入会説明会」
10：30～11：30
保育あり※要相談

10：00～14：00
☆表 紙 参 照 ☆

７

13：30～ 定員８組
（６か月～）※材料費

12

※プログラムによっては
参加費・材料費がかかります。

２

（受付10:00～11:30）
「出張説明会」
IN 上郷地区センター
10:30～11:30
保育あり☆要相談

11:15～12:00
（0 才～未就学児）

土

☆予 約 受 付 中 ☆
23

21

22

「イヤイヤ期の話」
13：30～14：30
（２才以上）
定員 15 組
☆表 紙 参 照 ☆※要予約

･
「にこりんく世代間
交流ふれあいＤＡＹ」
10：30～12：00
☆表 紙 参 照 ☆
☆予 約 受 付 中 ☆

28

29・
10：30～
定員 15 組
（1 才代)

13：30～ 定員８組
（６か月～）※材料費

11：30～12：00
･
「知って楽しい！
今どきの子育て」
In 栄区役所新館 1 階
10：00～12：00
☆表 紙 参 照 ☆
☆予 約 受 付 中 ☆

☆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

30

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。

「入会説明会」
（同上）
～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

７/１９マタニティさんあつまれ

７/13 1 才チビちゃん集合
歯科の先生や歯科衛生士さんを招いて「虫歯予防と
歯磨き」のお話のあと、虫歯菌テストやブラッシン
グ実習、歯ブラシの選び方
などについてご指導いただき
ました。参加した母親からは
「普段、疑問に思っていた
事が、解決できた」と好評
でした♪

７/15 パパたち集まれ！～パパ講座～
鎌倉女子大学の千葉先生を講師としてお招きし
パパ講座を行いました。講座では「子育てを手伝いたい
が、妻の思いをうまくくみとれない。
」
「怒らせてしまっ
た時はどう対応したらよいか」等意見交換しました。
講師からは「父親として子どもをかわいがる事はもちろ
ん、良い家庭を作り上げる事が子どもの幸せにつながる
事、そのために夫婦間でほめる事が大切！」というお話
がありました。早速、翌週の
土曜日にお子さんと来館し、
「妻に一人でゆっくり過ごす
時間をつくっています！」
というパパもいました♪

マタニティさんと一緒にフラワーアレンジメントを
しました。元気な夏の花、ひまわりを中心に思い思い
にアレンジしていくと、自然に
会話も弾みました。
にこりんくの親子の様子を見て、
出産後のイメージはできましたか？
赤ちゃんとの来館を楽しみにしています♪

７/2７五感であそぼう

・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。

五感の松本先生と「夏の涼しい五感あそび」をしました。
子どもたちは、触ったことのない楽器を手に取り、
不思議な音色に耳を傾けたり、自分の手形つきの
うちわを作ったりしました。色水遊びでは、透明な
お水がいろいろな色に変わり、歓声が
あがりました。「遊び方次第で、暑い
夏も、涼しく楽しく過ごせそう♪」と
母親たちも遊びのヒントをたくさん
もらう事ができました。

７/29 交通安全＆スイカ割り
栄警察のおまわりさんによる交通安全
は信号を使って横断歩道を渡る練習や、
赤青ゲームなどを行い、親子で楽しく
学べました。反射ベルトのお土産もあり
子どもたちは大喜びでした。スイカ割りでは初めての
お友達も上手にスイカをたたくことが
できました。子ども支援農園さんの
スイカはとってもおいしかったです♪
他にもじゃんけん大会にヨーヨー釣り
もあり、夏休みの思い出ができました。

http://nicolink -sakae.com

