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イヤイヤ期について桂台保育園の押田先生がいろんなヒントにな
るお話をしてくださいます。にこりんくのスタッフも待ってます！
【日 時】10 月 5 日（金）１０:３0～1２:００
☆予約受付中☆
【講 師】桂台保育園 押田先生
【場 所】野七里地域ケアプラザ
【定 員】1５組
【対 象】１～３才の子どもとその親
【申し込み】野七里地域ケアプラザ 045-890-5331
にこりんく 045-898-1615

栄区地域子育て支援拠点にこりんく

毎日のはみがきは大変ですよね。ブラッシングの仕方
など歯科衛生士さんからお話がきけます。
【日
【場
【定
【対

親子で楽しめる遊びをたくさん紹介します。
パパやママも身体を動かして気持ちのいい
汗をかきましょう。
【日 時】10 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
☆にこりんくにて予約受付中☆
【定 員】10 組
【対 象】2 才～未就学の子どもとその親

時】10 月 9 日（火）１０:３0～11:3０
所】にこりんく２階
員】1５組
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☆

～自分らしい生き方・子育て・暮らし～
保育園に入園する前に知っておきたいこと等
【日 時】10 月 23 日（火）１3:３0～14:３０
【場 所】にこりんく２階
【対 象】０才～未就学の子どもとその親
☆にこりんくにて予約受付中☆
【定 員】15 組
男女共同参画センターの方と保育教育コンシェルジュの
方からお話があります。ぜひ気軽にご参加ください。
【

体をいっぱい動かして、親子で沢山ふれ合おう♪
製作ではお弁当作りもするよ
【日 時】10 月 11 日（木）1０:３0～１１：３０
【場 所】リエゾン笠間
【対 象】首がすわっている子～未就学児とその親
【定 員】12 組
【参加費】１00 円 ☆予約受付中☆
【申し込み】OYAKO CLUB チューリップおやこの駅ひろば

045-895-6320
にこりんく
045-898-1615

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。
同じ野菜で色々な品種があるので、食べ比べをして、においや
味を感じてみてくださいね。
【日 時】１0 月 31 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

鎌倉女子大学の学生さんによる絵本カフェ‼おままごとで
カフェ遊びコーナーや絵本の読み聞かせコーナーがあります
【日 時】10 月 26 日（金）10:30～12:00
【場 所】にこりんく 2 階
【対 象】１才～未就学の子どもとその親
☆にこりんくにて予約受付中☆
【定 員】15
組 ☆にこりんくにて予約受付中☆

横浜子育てサポートシステム出張入会説明会
in 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。
①豊田地域ケアプラザ
②小菅ケ谷地域ケアプラザ
10 月 23 日（火）１0:30～１１:30 10 月 30 日（火）10:30～１１:30
【定 員】１０名
【持ち物】筆記用具
【保 育】同室の保育となります※ご相談ください
【予約・問合せ】横浜子育てサポートシステム栄区支部
０４５‐３９２‐３９６７

10 月よりベビーマッサージの兄弟児保育は
横浜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。

☆にこりんくにて予約受付中☆

「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。

横浜子育てパートナー専用ダイヤル

０４５－８９１－００８５
担当：古川

１０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！

水

火
２

木

３
13：15～14：00
(0 才代)

４

10：30～11：30
定員 5 組（1 才半以上）
(集団遊びが少し苦手な
お子さん）

９

10

10：30～11：30
（２才～未就学児）
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

16

13：30～15：30
（当日予約制）

23

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

11：20～
※売切れ次第終了

10：30～11：30

18

（受付10:00～11:30）

19

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

25

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

10：30～11：15
定員 15 組
（1 才代）

26

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)

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

10：30～11：15
（抱っこ紐で参加できる方）

13
「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

☆予 約 受 付 中 ☆☆表紙参照☆

「出張入会説明会」

10：30～11：30
定員 15 組
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

IN 小菅ケ谷地域ケアプラザ

27

にご連絡ください。
（材料費、保育費
などが発生する為）

11：00～11：45

14：00～15：00
（子育て中のパパママ）

☆助産師による育児相談は、9 月 25 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！

10:30～11:30
☆表紙参照☆

ステーションまつり 9/1

水遊び
今年の夏はとても暑かったですね。でも暑い日
の水遊びは最高!！頭から水をかぶって楽しむ
子、おもちゃでおままごと遊びを
楽しむ子、お水が怖くて泣いて
しまう子…みんなで水の感触を
楽しみました♪

フリーマーケット ８/４

・キャンセルの場合は前日の 16 時まで

☆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☆

☆予 約 受 付 中 ☆

にこりんくのママたちが乳幼児グッズ、洋服、
おもちゃ等を出店し、マタニティさんを中心に
大勢のお客さんが来館。みなさん
お買い物を楽しみ、また来年も
行いたい＆行ってほしいとの声が
多く寄せられました。

・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。

13：30～14：30
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

31

10：30～11：15
定員 12 組
（６か月～）

前までに予防接種の予定がない事を
ご確認ください。

20

☆理学療法士による
個別相談は当日予約制

10:30～11:30

30

５

・ベビーマッサージは当日の４８時間

☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

☆予 約 受 付 中 ☆☆表紙参照☆

「出張入会説明会」

12
10：30～11：20
（１才代）

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

IN 豊田地域ケアプラザ

前日までに登録をお願いします。
11：00～11：45

☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

※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

６

（受付10:00～11:30）

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

24

13：30～14：30
定員 15 組

５

11

17

10：30～11：15
定員 15 組
(6 か月～1 才未満)

土

金

(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)

～たくさんのご来場ありがとうございました～
お天気が心配されましたが、総勢 9５０名を超えるたくさんの
方々にご来場いただきました。パパブースでは玉入れが行わ
れ、行列ができるほどの賑わいでした。おもちゃ病院さんの
プラレールコーナーも大人気！！ステージでは、スタッフに
よる「おおきなかぶ」の劇にタッチ－が出てくると、会場の
みんなも大喜びしていました♪抱っこパパ隊の歌っている姿
も素敵でしたね！！
お手伝いしてくれたパパやママ達、
ありがとうございました！

パパママ一緒に運動あそび

8/25

２階のフロアで思いきり身体を動かして遊びました。フープを
使って親子ブランコをしたり、ぴょんぴょん跳ねてみたり…
サーキットあそびでは汗をかきながら何周も周り、
子どもだけでなく、パパやママもたっぷり運動
できました！

講座「発達障害いいとこ探し」8/27
発達障害児の親の会「なのはな会」の保護者の方からリフレーミングや使えるグッズの紹介がありました。その後
の「にこりんくオープンデイ」では普段遊びに来づらいと思っている子達にのびのびと遊びに来てもらいました。
また行いますのでぜひお問合せ下さい。

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。

・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

