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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、ヨーヨーつりなどのお
楽しみの他、たこやき、カキ氷など模擬店も多数出店。
当日にこりんくは 10：00～14：0０まで開館しています。
ぜひ皆さん遊びに来て下さい。

「孫育て講座」

栄区地域子育て支援拠点にこりんく

絵本や紙芝居の創作だけでなく「読絵ん会」という名の読み笑わせ
口演を精力的に行っている絵本作家 保科琢音さんによる自作絵本や
自作紙芝居の「読み笑わせ」！！とにかく笑える絵本の熱演紹介♪
【日 時】９月29 日（土）10：30～12：00
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】０才から未就学の子どもとパパ（ママも一緒にどうぞ）
【定 員】20 組
【講 師】絵本作家 保科 琢音さん
☆にこりんくにて予約受付中☆

にこりんく・世代間交流「ふれあい DAY」
地域の皆さん、にこりんくに遊びに来ませんか？にこりんくに来
ている親子とふれあい遊びを楽しみましょう！
さかえダンディ―ズさんの素敵なミニコンサートもあります♪
【日 時】９月１４日（金）10：30～12：00
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】地域の方・お孫さんが生まれる方
子育て支援に興味のある方
子育てサポートシステム提供会員
【持ち物】水分補給できるもの
にこりんくの
【申し込み・問合せ】
＊予約受付中＊ お友だちも沢山遊び
にこりんく TEL/045-898-1615
に来てね！

日本赤十字指導員が、人工呼吸・AED の使い方や乳幼児の
心配蘇生法などのお話をします。
【日 時】９月１５日（土）１０:３0～1２:００
【講 師】赤十字指導員
【場 所】にこりんく２階
【定 員】1５組
【対 象】０才～未就学の子どもとその親
にこりんくにて予約受付中

「子どもと一緒にリフレッシュ！～骨盤調整・整体ヨガ～」
【日 時】９月２５日（火）1０:３0～1１:３０ （受付 1０:１５～）
【場 所】桂台地域ケアプラザ
【対 象】首がすわっている子～未就園児とその保護者
【定 員】1０組
【参加費】１００円
【持ち物】タオル・飲み物
【申し込み】 ８月２０日（月）10：00～
OYAKO CLUB チューリップおやこのひろばにて受付開始

にこりんく虹のふれあいコンサート
抱っこママコーラス参加者募集♪
12/1（土）に栄公会堂で行う「虹のふれあいコンサート」
に出演する抱っこママ隊・パパ隊を募集します！
抱っこママ隊・パパ隊としてお子さんと一緒にステージに
上がり、親子で素敵な思い出をつくりましょう。
象】抱っこ紐でお子さんを抱っこして練習し、
コンサートに参加できるママ・パパ
【予 約】 8 月 28 日(火)よりにこりんくにて予約開始
【定 員】4０組
☆
抱っこママ隊練習開始
9/11（火）11：30～12：00（週 1 回程度）
抱っこパパ隊練習開始 10/6（土）11：00～11：45（月２回程度）
参加者には改めて詳細をお伝えします。

045-892-1030

【対

10 月よりベビーマッサージの兄弟児保育は
子育てサポートシステムや、
乳幼児一時預かりをご利用ください。
詳しくはスタッフにお問い合わせ下さい。

「子どもが言うことを聞かなくてイライラする」「ついつい怒ってしまう」
なんて感じることはありませんか?誰でもすぐに使える簡単スムーズ
会話術を学び、子どもと楽しい時間をつくりませんか！
【日 時】9 月下旬の土曜日
【対 象】0 才～未就学の子をもつひとり親の方
【講 師】ひとり親サポートよこはま就労支援員
（心理カウンセラー・キャリアコンサルタント）
【場 所】栄区子育て支援拠点にこりんく 2 階研修室
（子ども同室 OK、保育なし、）遊びコーナーあり）
【予約・問合せ】にこりんく子育てパートナー 045-891-0085
☆予約受付中☆

「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

０４５－８９１－００８５
担当：古川

９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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☆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！

４

５
13：15～14：00
(0 才代)

11：15～11：50
(0 才～未就学児)

６

７

10：30～11：15
（抱っこ紐で参加できる方）
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12
10：30～11：30
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10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）
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18
10：30～11：15
定員 15 組
(6 か月～1 才未満)
13：30～15：30
（当日予約制）
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（受付10:00～11:30）

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）

26
10：30～
定員 14 組
（６か月～）

☆表紙参照☆

にこりんくは
14 時閉館です!

前までに予防接種の予定がない事を
ご確認ください。
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10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

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)

・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。

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

・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）

15
10：30～12：00
定員 15 組
☆表紙参照☆

10：30～12：00
定員 20 組
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆
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10：30～11：15
定員 15 組
（1 才代）

・ベビーマッサージは当日の４８時間

10：30～11：20
（１才代）

11：20～
※売切れ次第終了

前日までに登録をお願いします。

10：00～14：00
☆表 紙 参 照 ☆

８

（受付10:00～11:30）
13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

※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

１
☆助産師による育児相談は、8 月 28 日以降ホームページに掲載します。確認してください！！

(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)
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10：30～11：15
定員 15 組
(２才以上)
「入会説明会」
14：00～15：00
☆予約受付中☆
保育あり※要相談
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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

にこりんくのフロアでは
いつでも自由に遊べます
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10：30～11：20
（２才～未就学児）
☆予約受付中☆

☆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☆

絵本作家
保科琢音さんによる

「読絵ん会」
10：30～12：00
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

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。

パパママ一緒にふれあい遊び 7/21

マタニティさん集まれ 7/14
プレママ・プレパパが遊びに来てくれました。フロアでは 4
～11 か月の先輩ママ 4 名と交流し、ベビーグッズで役立つ
物やレンタル品についてのお話しで盛り上がりました。にこ
りんくでの親子の様子を見てもらう事で
出産後のイメージが持てたり、親子で
安心して出かける場所がある事を
知ってもらう良い機会となりました。

ようこそ!!にこりんくへ 7/17
平原副市長が栄区を訪問され、にこりんくに見学に
来て下さいました。遊びに来ていたみなさんもサプ
ライズにびっくり!!笑顔で声をかけて頂き温かなひ
とときとなりました。

JA 横浜 横浜農業の話と
じゃがいもの食べ比べ 7/18
JA 横浜の方から野菜の種類や食べ方、保存方法などの
お話を聞いた後、4 種類のジャガイモの
食べ比べを行いました。食べ比べたりする
機会はなかなか無いので、いろいろな種類を
食べられて良かったと喜ばれました。

土曜日に開催し、8 名のパパを含め、19 組
50 名の方が参加してくれました。
初参加のパパも少し緊張していた
様子ですが、子どもと一緒に
身体を動かしたり、やさしく
ふれあって遊びました。

・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。

集まれ！にこりんキッズ

「栄養の話」7/27
管理栄養士さんによる食事についてのお話、
好き嫌いについてのお話など、興味深い話
ばかり！！みんなで話を聞いて、
食事の悩みも共有でき、有意義な
時間となりました。

五感であそぼう 8/1
紙皿でひらひらうちわを作ったりペットボトルに
色水を作ってそれぞれ手に持って遊んだ後、
大きな和紙を使ってはじき絵で海を描きました。
初めてのハケを使って、ダイナミックなお絵描き
を親子で楽しみました。
作品はフロアに飾って
あるので見てくださいね！

http://nicolink -sakae.com

