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★栄養士さんによるお話
★バランスのよい食事の紹介
★親子で野菜つりコーナー等

栄養士さんに
個別相談も
できますよ！

集団遊びがちょっと苦手だと思っている方、少ない人数で
ゆっくりおやこあそびを楽しみませんか?動いてしまったり、
きちんと参加できなくても大丈夫です。お気軽にどうぞ♪
【日 時】１2 月１5 日（金）10：30～
【場 所】にこりんく 2 階
☆予約受付中☆
【対 象】１才半以上
【定 員】5 組
【予 約】にこりんく
045-898-1615

元気な 2 才以上のお友だち集まれ！簡単なルールのある遊びをし
たり、ママ同士の交流もあります。ママもお手伝いお願いします。
【日 時】12 月 14 日（木）13：30～14：20
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】2 才から未就学の子どもとその親
★定員・予約なし★

アレルギー診断を受けているお子さんをお持ちのママ同士
集まって、交流や情報交換をしませんか？
【日 時】12 月 15 日(金)13：30～14：30
【場 所】にこりんく 2 階研修室
【対 象】アレルギーの診断を受けているお子さんとその親
【予 約】にこりんく
045-898-1615
☆予約受付中☆

栄区地域子育て支援拠点にこりんく

【日にち】12 月 14 日（木）
【時 間】10：30～11：30
【場 所】にこりんく 2 階フロア
【対 象】0 才～未就学の子どもとその親
【定 員】20 組（定員になり次第〆切）
【予 約】にこりんくにて予約受付中

子どもとたくさんふれ合って遊びましょう♪家でもできる
簡単な遊びをご紹介します！プレパパママのご参加もお待ち
しています♪
【日 時】12 月 16 日(土) 11：30～12：00
【場 所】にこりんく１階フロア
【対 象】０才から未就学の子どもとその親
妊婦の方、そのご家族
★定員・予約なし★

離乳食どのぐらい食べさせたらいいの？好き嫌い多いけ
ど大丈夫？などなど、子どもの食事は不安や疑問がいっ
ぱい。栄区の栄養士さんがいろいろ教えてくれます。
【日 時】1 月 9 日（火）10：15～11：30
【場 所】豊田地域ケアプラザ 2 階
サロン[ぽっかぽか｣にて
【対 象】0 才から未就学の子どもとその親
★定員・予約なし★
【問合せ】豊田地域ケアプラザ 864-5144
にこりんく 898-1615
☆豊田地域ケアプラザとにこりんくの共催事業です☆

「子育てパートナー」
子育ての悩み相談や、幼稚園・保育園・一時預かりなど
地域の子育て情報提供も行っています。
電話での相談も行っていますので、お気軽にご利用ください。

横浜子育てパートナー専用ダイヤル
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感染症予防の基本は手を洗うことです！「きらきら星♪」の曲に合わせてゆっくり洗うと効果的！
子どもと楽しく手洗いして感染症などを予防しましょう♪

にこりんくでも遊びに来たときや、帰るときに手洗いをしてください
ね！

1２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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☆助産師による育児相談は、11 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！
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10：30～定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）
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11：20～
※売切れ次第終わりです
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10：30～11：15
(1 才代)

13：30～15：30
（当日予約制）

13：30～14：30
☆表紙参照☆
☆予約受付中☆

13：30～14：20
（２才以上）
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（受付10:00～11:30）

11：30～12：00
（0 才～未就学児）
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11：30～12：00

・
13：30～ 定員８組
(６か月～）※材料費
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10：30～
定員 14 組（６か月～）
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年末年始休館
12 月 28 日（木）～1 月４日(木)

10/18.19.20 子育てサポートシステム
提供会員予定者研修
子育てサポートシステム提供会員になるための研修が
行われました。大学講師や現役保育士など活動のため
になる講座や、いざという時の
ための幼児安全法。活動中の
提供会員による実際の話など
みのりある研修となりました。
子どもが好きな方、提供会員募集中です！

パパママ一緒に運動あそび
スポーツインストラクターの恵美子＆ゴッチ先生と
一緒に、大型ビニール袋をボールにしてパンチや
キックで遊んだり、マットやボール
等を使って豚の丸焼き、ぶら下がり
移動、綱歩き、体操など親子で思い
切り身体を動かしました。

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
でにご連絡ください。（材料費、保
育費などが発生する為）

☆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

・
14：00～
（にんじんクラブ）

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

10：30～11：15

10：30～
定員 15 組(２才以上)

11:15～12:00
「入会説明会」
10:30～11:30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

・にこりんく未登録の方はプログラム
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10：30～
定員 5 組（1 才半以上）
☆表紙参照☆
☆予約受付中☆

10:30～11：30
☆表紙参照☆

・
10：30～
定員 15 組
(6 か月～1 才未満)

「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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※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。

10：30～

13：30～ 定員８組
（６か月～）※材料費

10：30～11：30

13 時開演）
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ＩＮ小菅ケ谷地域ケアプラザ
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10：30～
定員 15 組（1 才代）

押田先生とあそぼう
10：30～11：30

（栄公会堂

にこりんくは
通常通り
10 時～16 時開館

７

13：15～14：00
(0 才代)

２

(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)

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。

・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
11/1 JA 横浜
権」を侵害する可能性があるた
め、お止め下さい。
～さつまいもの食べ比べ～
・携帯電話の使用につきましては、緊急時以外
ＪＡ横浜の職員の方から横浜や栄区で育てている
野菜について聞いたりクイズを出してもらいました。 お控えください。
さつまいもの食べ比べでは４種類のお芋を食べ比べ、
味や食感の違いを楽しみました。
「おいもを買う時に今度は好きな
品種を買ってみます。」と参加した
母たちは話していました。

＜貴重品管理についてのお願い＞
貴重品はショルダーバック等で常に
身につけてください。忘れてしまった方
にはショルダーバックをお貸しします！
＜年末年始の休館日について＞
にこりんくは 12 月 28 日（木）から
1 月 4 日（木）までお休みです。
ご注意ください。
＜1 月・2 月のおやこ陶芸＞
1 月・2 月のおやこ陶芸は先生のご都合
によりお休みになります。

http://nicolink -sakae.com

