201８年 7 月発行

栄区地域子育て支援拠点にこりんく

夏の休館日
8 月 14～16 日

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。
「にこりんくお楽しみステージ」
（11 時 20 分頃）
、
おもちゃ病院さんによるプラレール展示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。

ステーションまつりではパパにゲームブースの
お手伝いをお願いします。お祭りが好きなパパ！
たくさんお待ちしています♪

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！
知り合いのマタニティママにも声をかけて
くださいね！！
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、手作り
小物など（ベッドなど大型の物は写真にて
展示し、後日受け渡しとなります）
品物がなくなり次第終了します
【日 時】8 月 4 日（土）10:00～12:00
【場 所】にこりんく 2 階
☆お問い合わせはにこりんくまで ☆

発達障害親の会「なのはな会」の
保護者の方によるお話が聞けます。
【日
【場
【定
【対

暑い夏がやってきました！！
今年もにこりんくではフロアから
飛び出して水遊びを行います!
夏の暑さをみんなで楽しみましょう♪
【日にち】にこりんくカレンダー参照
【時間・対象】 午前の日 午後の日
①お座り～ 10:45～ 13:45～
②歩き始め～11:15～ 14:15～
【受 付】・当日行います※予約不要
【持ち物】・水遊び用オムツ・T シャツ
・タオル・日よけ用帽子（親子）
・水分補給できる物・お着替えセット
（お外にお着替えコーナーがあります。
）
☆お願い☆
・必ず検温してきて下さい。
・衛生上プールの中に入る事はできません。
・天候、光化学スモッグにより中止する
場合があります。
※当日ホームページでご確認下さい。
☆お問い合わせはにこりんくまで☆

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】8 月 25 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
【定 員】10 組
【対 象】2 才～未就学の子どもとその親
☆にこりんくにて予約受付中☆

暑～い夏は
涼しいにこりんくで
ぴょんぴょんカエルを
作ってみんなで
遊びましょう～。

普段利用しにくいと思っている親子の皆さん、
ひろばにぜひ遊びに来て下さい。

時】8 月 27 日（月）10:30～12：00
【日 時】8 月 27 日（月）12:45～15：00
所】にこりんく 2 階
【場 所】にこりんく
員】10 組 保育なし ※要予約
【対 象】0 才～未就学の障害のあるお子さん
象】子育て支援に関わる方
発達が気になるお子さんとその親
発達障害の子の保護者
【予
約】なるべくにこりんくにて事前予約を
※当日は遊びのスペースを設置します
お願いします。
※12：00～12：45 は昼食タイムとなります。
☆にこりんくにて予約受付中☆

10 月よりベビーマッサージの
兄弟児保育が変更になります。
ご希望の方は
子育てサポートシステムや、
乳幼児一時預かりの
紹介が出来ますので、
スタッフにお問い合わせ下さい。

８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。

土

金

・にこりんく未登録の方はプログラム
１
８
「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

７
13：15～14：00
(0 才代)

①おすわり～
10：45～
②歩き始め～
11：15～

14

２

10：30～11：30
定員 12 組※予約受付中
（2 才～未就学児）

３

前日までに登録をお願いします。

（受付10:00～11:30）
①おすわり～
10：45～
②歩き始め～
11：15～

①おすわり～
13：45～
②歩き始め～
14：15～

①おすわり～
10：45～
②歩き始め～
11：15～

８

９

11：20～
※売切れ次第終了

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）

①おすわり～
13：45～
②歩き始め～
14：15～

４

10・

10:00～12：00
☆表紙参照☆

・ベビーマッサージは当日の４８時間

11：00～11：45

・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。

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）

11

10：30～11：30

①おすわり～
13：45～
②歩き始め～
14：15～

15

16

17

☆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☆

18
11：00～11：45

21

22

13：30～15：30
（当日予約制）

23

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

24

11：15～11：55
(0 才～未就学児)

25

25
14：00～15：00

「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。

（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

29

10：30～
定員 14 組
（６か月～）

30

13：30～14：30
☆表紙参照☆

31

☆助産師による育児相談は、7 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！

パパたち集まれ「段ボールハウス作り」6/16
パパたちがイメージを出し合い、協力して大きなお家を
つくりました。すべり台があったり、窓があったり…子
どもたちも手伝ってくれて、楽しくてかわいいお家が出
来ました!!

ママたちによるミニコンサート

6/26

オーボエ、フルート、ピアノの演奏を楽しみました。
「初めての生の演奏にふれられて良かった。」
「美しいアンサンブルに涙が出そう
になった。」等の感想があがりました。

サークルリーダー研修 6/27
栄区のサークルの親子が 21 名参加しました。始まりは子
育て支援者さんによるふれあい遊びでした。タオルを色々
な形に見立て身体をいっぱい動かしました。その後グルー
プに分かれ、サークルの活動紹介など情報交換を行いまし
た。
第一回孫育て講座

みんなで子育て！孫育て！

6/29

講師ぼうだあきこ氏により育児中のママたちへのサポー
トの仕方など具体的なお話が聞けました。地域からたくさ
んのご参加ありがとうございました。
第二回は 9 月 14 日（金）の予定です。

・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。

0 ちゃんベビー集まれ「歯の話」7/3
1 才チビちゃん集合「栄養と食事の話」6/14
管理栄養士さんや歯科衛生士さんによる講座がありま
した。
「疑問や不安に思っていたことを質問して、安心
しました。」との感想が多く聞かれました。

幼稚園ママと話そう 7/5
幼稚園ママと、幼稚園の事を知りたいにこりんく利用者
ママとの交流会を行いました。シャッフルタイムを設けた
こともあり、
「いろいろな幼稚園の話を聞けてとても参考
になった」と参加者から感想があがりました。
協力して頂いた幼稚園ママさんありがとうございました。

にこりんく七夕会

7/6

当日あいにくの雨でしたがたくさんの親子が参加しま
した。みんなでふれあい遊びを行った後、ままうたい
隊さんによる心地よいハーモニーと手遊び、
七夕のパネルシアターを楽しみ、
今年も素敵な七夕会になりました。

http://nicolink -sakae.com

