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栄区地域子育て支援拠点にこりんく

☆にこりんくにて予約受付中☆

栄 区 の 子 ど も た ち を み ん な で
見 守 り 育 て ま し ょ う ！

講

師

ぼうだあきこ氏
ＮＰＯ法人
孫育て・ニッポン理事長
ＮＰＯ法人
ファザーリング・ジャパン理事長

第一回孫育て講座
日 時： 6 月 29 日（金）10 時～12 時
場 所： 栄区地域子育て支援拠点にこりんく
２階 多目的スペース
定 員： ２０名
対 象： ・地域の方 ・子育て支援に興味のある方
・これからお孫さんが生まれる方
・子育てサポートシステム会員

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 1６日（土） 10 時 30 分～12 時 00 分
場 所：にこりんく２階 多目的スペース
対 象：5 か月～未就学の子どもとパパ ☆ママも一緒にどうぞ☆
定 員：１２組
☆5 月 2２日（火）より予約開始☆
持ち物：飲み物 タオル 予約＆お問い合わせはにこりんくまで

音楽あそびの名称が変わりました！

栄区の栄養士さんによる講座です。
質問コーナーもあるのでこの機会に
疑問を解決しましょう！
【日
【場
【対

時】６月１４日（木）
１０:３０～１１:３０
所】にこりんく２階
象】１才代の子どもとその親
※予約不要

感染症を予防するには正しい手洗いが重要
です。手洗いチェッカーを使って手の汚れを
確かめてみましょう。
保健師さんのお話もありますよ♪

童謡やわらべ歌を歌いながらゲームや
布遊びなどママとの絆を深める
ふれあいをゆっくりと楽しみます。
ぜひ覚えて おうちでも
遊んでみてくださいね！
【日 時】6 月１９日（火）
1０:３0～11:１５
【場 所】にこりんく２階
【対 象】６か月～１才未満の
子どもとその親
【定 員】1５組（※要予約）

「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。

【日 時】6 月 8 日（金）11：30～12：00
【場 所】にこりんく 1 階
※予約不要

6 月 17 日は父の日！
大好きなお父さんに
素敵な作品を作って
プレゼントしよう！！

子育てパートナー専用ダイヤル

０４５－８９１－００８５
担当：古川

６月 にこりんくカレンダー
(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)

☆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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※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
☆助産師による育児相談は、5 月 29 日以降ホームページに掲載します。
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３つま
ででお願いします。土曜日はいくつでもｏｋです！

５

６
13：15～14：00
(0 才代)

７

１

２

前日までに登録をお願いします。

（受付10:00～11:30）

・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。

（抱っこ紐で参加できる方）

10：30～11：15

８・

・おやこヨガ・プチリトミックは
妊娠中の方は参加できません。

９

10：30～11：30
13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

12

13

10：30～11：30
定員 5 組（1 才半以上）
（集団遊びがちょっぴ
り苦手なお子さん）

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

14

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

15
10：30～11：30
（１才代）
☆表紙参照☆

・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）
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10：30～11：20
（２才～未就学児）
※予約制になりました

10：30～12：00
☆表紙参照☆

11：20～
※売切れ次第終了
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10：30～11：15
定員 15 組
(6 か月～1 才未満)
☆表紙参照☆
13：30～15：30
（当日予約制）

26

10：30～11：15
定員 15 組
(２才以上)

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

27

10：30～11：30
定員 14 組
（６か月～）

21

（受付10:00～11:30）

23

10：30～11：15
定員 15 組
（1 才代）

11：00～11：45

14：00～15：00
（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

28

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

27
10：30～12：00

22

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

29

30

11：15～11：55
(0 才～未就学児)

～にんじんクラブ～
14：00～
(0 才～未就学児)

10：00～12：00
定員 20 組
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

平成 29 年度

4/21 パパママ一緒にふれあいあそび
暑い中、22 組 55 名の親子が遊びに来てくれました♪
ふれ合い遊びや布遊びでは、パパも一緒に歌をうたった
り、お子さんとの触れ合いを楽しんでいました。集団あ
そび「てくてく」でも、他の親子と交流し、お子さんの
名前や年齢を聞いて、
話が盛り上がっていましたよ。
次回は 7 月 21 日(土)の予定です♪
ぜひ遊びに来てね。

5/12 にこりんくお楽しみ会
2０組４９名（2 か月児～4 才児）の親子が参加し、
ふれあい遊び、パパボランティアのリトミック、
「チーム
うたっこ」の合唱やパネルシアターを楽しみました。
「2
か月の子も音楽を楽しんでいた」
そうだんしました
「11 か月の娘がパネルシアターに
釘づけだった」「本格的な歌声をきいて
子どもが眠ってしまった」等、
みんなで一緒に歌い一体感に包まれた
温かいひとときでした。

☆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行ってくださ
い。また、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
くださいね。お待ちしています。

記念ボード完成

平成 29 年度の記念ボードは、シャボン玉を
イメージして作りました。空いっぱいにとん
でいるシャボン玉には、にこりんく利用者の
パパママ達からお子さんへのメッセージを
書いていただきました。大きく咲いているお
花の中には、この春新一年生になった子ども
達が、自分の力で一生懸命メッセージや
絵を描いてくれました。
みんなの思いがつまった
記念ボードは一階フロアに
飾ってあります。
是非ご覧下さい。

・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。

http://nicolink -sakae.com
～にこりんくからのお願い～
暑くなって素足で過ごす事が多い季節になり
ましたね。にこりんくでは、入り口とトイレの
前にウエットティッシュとゴミ箱を用意しまし
た。フロアでは保護者の皆さんに靴下を着用し
ていただいたり、汚れが気になる時は、ウエッ
トティッシュをご利用下さい。トイレの後にお
子さんの足の裏が気になる時にも
拭いてあげてくださいね。
ご協力よろしくお願い致します！

