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栄区地域子育て支援拠点にこりんく

栄区地域子育て支援拠点にこりんくは、昨年もたくさんのみなさんが集い、
子どもたちパパやママが主役となって活動してきた 1 年となりました。
今年も「ぬくもりのある居場所を大切に」にこりんくで子育ての輪を広げていきたいと思います。
たくさんの笑顔があふれる 1 年となりますように！！

桂台地域ケアプラザで栄区の歯科衛生士の先生から歯みがきの
コツなど学びませんか？
【日 時】1 月 18 日（木）14:00～15:30
【場 所】桂台地域ケアプラザ
【対 象】0 才から未就学の子どもとその親【定 員】15 組
【問合せ】桂台地域ケアプラザ 045-897-1111
☆予約受付中☆
にこりんく 045-898-1615
☆桂台地域ケアプラザとにこりんくの共催事業です☆

にこりんく 職員一同
パパやママと一緒にふれあい遊びをしたり、大きなパラバルーン
で遊びます。親子の手形製作をして記念に残しませんか？
【日 時】1 月 20 日（土）10:30～11:45（受付 10:15～）
ｗ 多目的ホール
【場 所】小菅ケ谷地域ケアプラザ
【対 象】6 か月から未就学の子どもとパパママ【定 員】12 組
【問合せ】小菅ケ谷地域ケアプラザ 045-896-0471
☆予約受付中☆
にこりんく 045-898-1615
☆小菅ケ谷地域ケアプラザとにこりんくの共催事業です☆

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のいい汗をかきましょう♪
【日 時】1 月 2０日（土）13:30～14:30
【講 師】栄スポーツセンター指導員【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 10 組）
【予 約】にこりんく
045-898-1615 ☆予約受付中☆

小学校３年生のお兄さんお姉さんが、牛乳パックで作った
おもちゃを持ってにこりんくに来るよ♪牛乳パックブロックで
一緒に遊ぼう♪
【日 時】1 月 30 日（火）10:30～11:30
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】１才～未就学の子どもとその親（定員２0 組）
【予 約】にこりんく
045-898-1615

【日 時】1 月 25 日（木）10：00～11：30（受付 9：45～）
【場 所】にこりんく 2 階
栄区の保育園の先生と楽しく遊ぼう!!
【対 象】2～３才の子どもとその親
『色・音・感触』を感じ取って
【講 師】栄区の保育園の先生
『こころ・からだ・あたま』を使って
【定 員】30 組（定員になり次第〆切）
・参加費無料
みんなで楽しく遊びましょう♪
【申込み】1 月 9 日（火）から電話予約または直接
☆栄公立保育園、やまゆり保育園、にこりんくの共催事業です☆
桂台保育園 045-894-1335

う

12 月 2 日栄公会堂でにこりんく虹のふれあいコンサートを行いました。練習を重ねてきた
抱っこママ隊コーラスは優しい歌声とピアノの音色が会場に響き渡り、一人ひとりが輝いていてとても
素敵でした。今年は抱っこパパ隊コーラスも一緒にステージを盛りあげ、感動をよんでいました。
akko 先生のリトミックは、みんなで歌って踊り、元気いっぱいの team Friends のダンスは子ども達の
成長を感じられる立派なステージでした。青い卵さんのステージでは、歌あり、ジャグリングあり、笑い
ありでフィナーレでは大きな蝶々が会場を舞いました。
盛りだくさんの内容でたくさんの地域の方とふれあえるコンサートになりました。
来場してくださったみなさま、ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました！！

「横浜子育てパートナー」
★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。

子育てパートナー専用ダイヤル
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1 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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10：30～11：30

前までに予防接種の予定がない事を
ご確認ください。

（受付10:00～11:30）
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10：30～11：15
(1 才代)
13：30～14：15

・親子ヨガ・リトミックは妊娠中の
方は参加できません。
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・キャンセルの場合は前日の 16 時まで

10：30～11：30
(抱っこ紐で参加できる方)

食べるの大好き！
食育講座
10：15～11：30

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
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13：15～14：00
(0 才代)

※プログラムによっては
参加費・材料費がかかります。

・にこりんく未登録の方はプログラム
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年末年始休館
12/28～1/4
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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)

13：30～14：20

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

にご連絡ください。
（材料費、保育費
などが発生する為）

ＩＮ豊田地域ケアプラザ

定員・予約なし

16・

11：00～11：45
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10：30～
定員 15 組
(6 か月～1 才未満)

13：30～15：30
（当日予約制）
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18

（受付10:00～11:30）
10：30～
定員 5 組
（1 才半以上）

19

歯みがきのコツを
知ろう！
14：00～15：30

10：30～
定員 14 組（６か月～）

26・

10：00～11：30
（２才～3 才）
☆表紙参照☆要予約

11：20～
※売切れ次第終わりです
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14：00～
（にんじんクラブ）

13：30～14：30
（2 才～未就学児）
☆表紙参照☆予約受付中

13：30～14：20
（２才以上）
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10：30～定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

10：30～
定員 15 組
(２才以上)

ＩＮ桂台地域ケアプラザ
☆表紙参照☆要予約

（コンサート参加者)
13：30～14：30
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パパと一緒に遊ぼう！
10：30～11：45
ＩＮ小菅ケ谷地域ケアプラザ
☆表紙参照☆要予約

27

11：30～12：00
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

31

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

10：30～
定員 15 組（1 才代）

30
10：30～11：30
定員 20 組（1 才以上）

☆助産師による育児相談は、1 月 5 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！

☆表紙参照☆予約受付中

11/25 おやこで一緒に予防救急
＆ふれあいあそび ＩＮ中野地域ケラプラザ
横浜市栄消防の山﨑さんより、「子どもの事故予防や救急
法」についてお話がありました。実際に子育て中の山﨑さ
んのお話は説得力があり、参加者もとて
も熱心に話を聞いていました。子ども達
は同室で更生保護女性会のスタッフの
見守りにより安心した雰囲気の中で過
ごすことができました。

11/30 サークルリーダー研修

ごすことが
大人 19 名と子ども 17 名が参加しました。
できました。
赤十字の先生による事故防止の講座やバンダナや
ストッキングを使った傷の手当ての実技では参加
者同士、声をかけながら真剣に
取り組んでいました。
子どもたちは支援者や保育者と
楽しく遊んでいたので安心して
参加することができました。

☆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。

・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
11/17 げんきっこひろば
下さい。
・携帯電話の使用につきましては、緊急時以外
de ふれあいあそび
毎週金曜日に野七里ケアプラザで開催されている「げ お控えください。
んきっこクラブ」で親子あそびを行いました。ふれあ
いあそびやパラバルーン、パネルシアター等をみんな
で楽しみました。
スペシャルゲストで「ままうた
い隊」のみなさんが歌を発表して
くれました。聞いている他のママ
達も笑顔でいやされていました。

http://nicolink -sakae.com
12/5 押田先生とあそぼう
ＩＮ小菅ケ谷地域ケアプラザ
わらべ歌と絵本のお話には 12 組の親子が参加しまし
た。ママたちが桂台保育園の押田先生より絵本選びの
コツのお話を聞いている間、子ども達はおもちゃで遊
びながら待つ事ができました。わらべ歌に合わせての
ふれあい遊びはとても楽しそうで、ほほえましい時間
でした。参加した母親からは「絵本選びの参考になり
ました。」
「（子どもが）手遊びや
絵本に興味をもつようになった
ので、これから楽しみです。」
と感想があがりました。

