201８年６月発行

子育てサポートシステム出張説明会
in 桂台地域ケアプラザ
子ども（０才から小学６年生）を預かって欲しい人と
預かりができる人が会員登録し、
地域の方同士が有償で支え合うシステムです。
【日 時】７月２４日（火）１０:３０～１１:３０
【場 所】桂台地域ケアプラザ 【定 員】１０名
【対 象】子どもを預かって欲しい人、預かれる人
【予約・問合せ】子育てサポートシステム栄区支部
０４５‐３９２‐３９６７

歯医者さんと歯科衛生士さんによ
る歯磨きのコツについてお話しが
あります。
大人の虫歯菌チェックも行います。
【日 時】７月３日（火）１３：３０～１４：３０
【場 所】にこりんく２階
【対 象】0 才児とその親
【定 員】２５組 ※要予約
【予 約】にこりんくにて
６月２２日（金）より受付開始

子育てサポートシステム利用会員の方で「初めて子どもを預けてみたい！」
という方対象に、にこりんく内で預かる「おためし預かり」があります。
通常は 1 時間８００円の保育費ですが、おためし預かりでは
1 時間３００円（２時間まで）となります。
「預けてみたいけど不安・・・。」という方はこの機会にぜひご利用ください。
【日 時】火～金曜（祝日を除く）1０:００～1５:４０ ※2 時間まで
【場 所】にこりんく 1 階フロア 【保育費】１人につき 1 時間３００円
【対 象】子育てサポートシステム 利用・両方会員の子ども（０才～未就学児）

おり姫とひこ星が年に一度出会える素敵な日。
毎年にこりんくでは大きな笹に親子で作った飾りや、
願い事を書いた短冊を飾ります。
今年の七夕会は「ままうたい隊」の素敵な歌声を
聴いたり、パネルシアターを見ながら、楽しいひと時を
過ごします。おじいちゃん、おばあちゃん方も
ぜひ遊びに来てください。
【日 時】７月６日（金）１１：１５～１１：５０
【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・地域の方
※予約は必要ありません

【日
「幼稚園ではどんな事をするの?」「入園前に知っておい 【場
た方が良いことは?」等、幼稚園生活での疑問を幼稚園 【対
へ通っているママと交流しながら解決しましょう！！
【定

お茶を飲みながらにこりんくの紹介
とマタニティさん同士の交流をします。
フロアでは赤ちゃんとの生活や
ベビーグッズ等について先輩ママや
パパにお話を聞いてみませんか?
マタニティママ・パパ遊びに来て
下さいね。
【日
【場
【対
【定

時】７月 14 日（土）
1０:３０～1２:００
所】にこりんく
象】はじめての
マタニティママ・パパ
員】８組 ※要予約
にこりんくにて
予約受付中

栄区地域子育て支援拠点にこりんく

「野菜を食べないけど大丈夫？」
「食事の量はどのくらいが適量？」
など日頃の疑問や悩みはありませんか？
栄養士さんによるお話があります。
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【日 時】７月２７日（金）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】１５組
にこりんくにて予約受付中
にこりんくにて予約受付中

時】７月５日（木）10:30～１１:50
所】にこりんく 2 階
象】幼稚園の話を聞きたいママ
員】３０組 ※要予約
にこりんくにて予約受付中

JA 横浜の方が横浜の農業や、旬の野菜
の話をしてくれます。同じ野菜でもいろい
ろな品種があります。今回はジャガイモ
の食べ比べをするのでにおいや味を感じ
てみて下さい。
【日 時】７月１８日（水）
1０:３０～1１:３０
【場 所】にこりんく２階
【対 象】０才～未就学の子どもとその親
【定 員】1５組 ※要予約
【予 約】6 月 27 日（水）より
にこりんくにて受付開始

地域の「子ども支援農園」のみなさんと
すいか割りを行います。その他に子どもの事
故予防をチェックリストを使って、皆で確認し
ましょう。
【日 時】７月２８日（土）1３:３０～1４:３０
【場 所】にこりんく
【対 象】２才～未就学の子どもとその親
【定 員】1５組 ※要予約
【参加費】１００円
【持ち物】水分補給できるもの・帽子
タオル・（着替え）
にこりんくにて予約受付中

【日

時】8 月 1 日（水）
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
親子で一緒に五感を刺激する遊びの
【定 員】1２組 ※要予約
プログラムです。夏に味わえる楽しい
時間をみんなで一緒に過ごしませんか！！ 【参加費】２００円
にこりんくにて予約受付中
にこりんくにて予約受付中

７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！

火

木

水

土

金

※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
３

４

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）
「歯の話」
13：30～14：30
(0 才代)
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５

11：15～11：50
（0 才～未就学児）

☆要予約☆
☆表紙参照☆
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10：30～11：30

10：30～11：50
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆
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10：30～11：15
定員 15 組
(6 か月～1 才未満)
13：30～15：30
（当日予約制）

11：00～11：45

14

（抱っこ紐で参加できる方）

10：30～11：20
（１才代）

19

（受付10:00～11:30）

10：30～12：00
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

10：30～11：15
・

25

10：30～11：30
定員 14 組
（６か月～）

※針を使いますのでお子様
連れはご遠慮下さい。

21

10：30～11：15
定員 15 組
（1 才代）

11：20～11：50

28
13：30～14：30
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

26

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

「出張説明会」
IN 桂台地域ケアプラザ
10:30～11:30
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆
保育あり※要相談

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

27

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)

10：30～11：30
（２才～未就学児）
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

14：00～15：00
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☆

28

（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
①おすわり～
13：45～
②歩き始め～
14：15～

にご連絡ください。
（材料費、保育費
などが発生する為）

10：30～12：00
（裁縫好きの地域の方）
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10：30～11：15
定員 15 組
(２才以上)

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
13

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

・ベビーマッサージは当日の４８時間

・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。

10：30～11：30
☆要予約☆
☆表紙参照☆

24

前日までに登録をお願いします。

（受付10:00～11:30）

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

12

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

７

11：15～11：50
☆表紙参照☆

11：20～
※売切れ次第終了

17

６

☆助産師による育児相談は、6 月 26 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！

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。

・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。

パパたち集まれ～ウォークスタンプラリー
5/19 いたち川でウォークラリーをしました。普段何気
なく通る道でも発見がいっぱい!!「次はどこかな？」と
たくさんのポイントを親子で探しました。
乳幼児救急救命法
http://nicolink -sakae.com

5/25 に栄消防署の消防士さんによる乳幼児救急救命
法講座が行われました。事故予防の話から、救急相談
センター「♯7119」の使い方など実践して見せてもら
いました。

ぴょんちゃんと遊ぼう in 中野地域ケアプラザ
5/29 おやこのひろばと共催でハンカチからパラ
バルーンまで大小さまざまな布を使って、いっぱい
遊びました！！

おまわりさんによる防犯の話
5/30 栄警察署のおまわりさんより実際にチャイルドシ
ートを使い、正しい乗り方を教わったり、道路標識の写
真を使って正しい交通ルールを説明してもらいました。

利用者ママが企画したフリーマーケット♪
出店者がどのように使ってきたか、交流も楽しみ
ながら、ベビー用品をお得に GET しましょう！
ベビーウェア・おもちゃの他、ハイローチェアやベビー
バス、サークルなどもあります♪（大型な物は写真に
て展示し、後日受け渡しとなります。）
【日 時】8 月 4 日（土）１０:００～１２:００
【場 所】にこりんく
☆お問い合わせはにこりんくまで ☆

