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栄区地域子育て支援拠点にこりんく

・栄区地域子育て支援拠点 にこりんく
・栄区青少年の地域活動拠点 フレンズ☆SAKAE
・OYAKOCLUB チューリップ 保育室（一時預かり）
・OYAKOCLUB チューリップ おやこのひろば
・OYAKOCLUB チューリップ おやこの駅ひろば
・小規模保育事業 チューリップ保育室

横浜子育てサポートシステム出張入会説明会
～バランスよく３食しっかり食べる～
栄区のヘルスメイトさんが食事のバランスの話や子どもが
楽しめる野菜釣りゲーム、バランスの良い食事のレシピなど
教えてくれます。栄養士さんとお話や相談などもできますよ。
【日 時】11 月１日（木）１０:３0～11:3０
【場 所】にこりんく２階
☆にこりんくにて予約受付中☆
【定 員】20 組
【対 象】0 才～未就学の子どもとその親

歯科衛生士さんから歯のお話やブラッシングのお話が聞けます。
普段使っている歯ブラシとタオルをお持ちください！
【日 時】11 月 8 日（木）１０:３0～11:3０
【場 所】にこりんく２階
【対 象】１才代の子どもとその親
☆予約不要☆

お茶を飲みながらアイロンビーズでマタニティマークを作りま
せんか？にこりんくのフロアで過ごす赤ちゃんとママたちの様子
を見学したり、先輩ママとの交流も出来ますよ。ぜひ遊びに来て
くださいね。
【日 時】11 月 21 日（水）１3:30～15:00
【場 所】にこりんく
【定 員】8 組 ☆にこりんくにて予約受付中☆
【対 象】はじめてのマタニティママ＆パパ

ふたごちゃんみつごちゃん同士の交流を深めませんか？
子どもを遊ばせながらおしゃべりしましょう！
今回は土曜日開催なのでパパも一緒に遊びに来て下さいね。
【日 時】11 月 17 日（土）１０:３0～11:3０
【場 所】にこりんく
【対 象】ふたごみつごの親子
ふたごみつごを妊娠している方
☆にこりんくにて予約受付中☆

In 野七里地域ケアプラザ
地域でお子さんを預かってほしい方と預かりや送迎ができる方が
登録をし、お互いの信頼のもとに行う有償の支え合い活動です。
【日 時】 11 月 2 日（金）１0:30～１１:30
【場 所】野七里地域ケアプラザ
【内 容】子育てサポートシステムの説明・入会手続き
【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

抱っこパパ隊では一緒に歌う仲間を募集しています。
歌をうたったり、イベントに参加したり、パパ同士の交流もできま
す！当日参加、見学も大歓迎です♪お待ちしています!!
虹のふれあいコンサートに出演するパパも募集中です！！
【日 時】11 月 10 日（土）、24 日（土）１1:00～11:45
【場 所】にこりんく２階
【対 象】お子さんと参加できるパパ

今回はみんなでプラレールで遊びましょう♪パパ同士協力
して、大きな線路をつないでお子さんと一緒に遊ぼう!
【日 時】11 月 17 日（土）１３:３0～1５:００
※時間が変更になりました。
【場 所】にこりんく２階
ご注意下さい。
【定 員】１５組
【対 象】５か月～未就学の子どもとパパ
☆にこりんくにて予約受付中☆
☆ママも一緒にどうぞ☆

「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

１１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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前日までに登録をお願いします。

☆助産師による育児相談は、10 月 25 日以降
10：30～11：30
ホームページに掲載します。
☆予 約 受 付 中 ☆☆表紙参照☆
10：30～11：15
確認してください！！
（抱っこ紐で参加できる方）
☆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。
13：30～定員 8 組
土曜日はいくつでもｏｋです！
「出張入会説明会」
(６か月～）※材料費

・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。
・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。

IN 野七里地域ケアプラザ

・キャンセルの場合は前日の 16 時まで

10:30～11:30

にご連絡ください。
（材料費、保育費
などが発生する為）

☆予 約 受 付 中 ☆☆表紙参照☆
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13：15～14：00
(0 才代)

10：30～11：30
（１才代）
☆表紙参照☆

14

10：30～11：30
定員 5 組（1 才半以上）

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

15
10：30～11：15
定員 15 組
(２才以上)

17

10：30～11：15
定員 15 組
（1 才代）

10：30～11：30
☆予 約 受 付 中 ☆☆表紙参照☆

21

22

10：30～11：15
定員 15 組
（６か月～1 才未満）

（受付10:00～11:30）

11：00～11：45

24
「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

29

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)

13：30～15：30
定員 8 組
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆
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23

11：15～11：50
(0 才～未就学児)

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

10：30～11：20
（２才～未就学児）
☆予約受付中☆

絵本作家保科琢音さんによる

「読絵ん会」
孫育て講座

9/14

乳幼児救急救命法

9/15

日本赤十字自社の講師の指導の下、乳幼児の人形や AED を使った
心肺蘇生の実習を行いました。参加した父親、母親たちからは「い
ざという時パニックにならぬよう定期的に参加したい」
「2 月の応急
処置法も受講したい」との熱心な声があがりました。

おやこのひろば共催「親子ヨガ」9/25
桂台地域ケアプラザで、服部先生による親子ヨガを行いました。楽
しい歌に合わせて子どもとふれ合ったり、ボールを使って骨盤を調
整したり…「普段動かさない部分がほぐれてとても気持ち良かっ
た」との感想が多く聞かれました。

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。

30

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

男声合唱団さかえダンディーズさんの素敵な歌声を聴いた後には、
地域の方も一緒に円になり、お手玉遊びをしたり、自己紹介ゲーム
等をして交流しました。会話も弾み、楽しいふれあいのひとときと
なりました。

☆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☆

13：30～15：00
☆予 約 受 付 中 ☆☆表紙参照☆

20

10：30～11：15
定員 12 組
（６か月～）

16

時間が変更となりました。
ご注意ください！

11：20～
※売切れ次第終了

27

11：00～11：45

～にんじんクラブ～
14：00～
(0 才～未就学児)

13

13：30～15：30
（当日予約制）

10

10：00～12：00

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

(集団遊びが少し苦手な
お子さん）

９

※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

（受付10:00～11:30）

６

(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)

・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。

9/29

絵本作家の保科琢音さんによる自作絵本、
紙芝居の「読み笑わせ」!絵本の熱演紹介な
どがあり、子どもにも大人にも楽しい時間と
なりました。最後は 5 人のパパも
みんなの前で絵本を読んでくれました♪
ありがとう
ございました！

げんきっこひろば 10/5
野七里地域ケアプラザで桂台保育園の押田
先生よりイヤイヤ期の子どものいろいろな
特徴のお話しを聞きました。参加者した母親
たちは熱心に話を聞き、子育てのヒントをも
らえたと喜んでいました。わらべうたに合わ
せた手遊びも楽しかったです。

http://nicolink -sakae.com

