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栄区地域子育て支援拠点にこりんく

あそ
～押田先生と話そう～
子どもの成長に合わせた遊びについて、桂台保育園の
押田先生がみなさんと楽しくお話しながらいろいろ教えてくれます。
【日 時】12 月 4 日（火）１0:３0～12：00
【場 所】小菅ケ谷地域ケアプラザ
☆予約受付中☆
【定 員】20 組
【対 象】マタニティさん～0 才の子どもとその親
【予 約】小菅ケ谷地域ケアプラザ 045-896-0471
にこりんく
045-898-1615
共催：小菅ケ谷地域ケアプラザ ・にこりんく

子どもとたくさんふれ合って遊びましょう♪
家でもできる簡単な遊びを紹介します！
プレパパママのご参加もお待ちしています♪
【日 時】１２月１５日(土) １１：１５～１１：４５
【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
妊婦の方、そのご家族

横浜子育てサポートシステム出張入会説明会

歌やゲームや製作であそび 親子でクリスマスを
楽しみましょう！チャン助サンタも登場しますよ！
【日 時】12 月１2 日（水）１０:３0～11:3０（受付１０:15～）
【場 所】JA 横浜本郷東支店２階
（中野町バス停そば・駐車場はありません）
【定 員】15 組
【参加費】100 円
【対 象】0 才～未就学の子どもとその親
☆予約受付中☆
【予 約】OYＡＫOCLUB チューリップ
おやこのひろば 045-892-1030
にこりんく 045-898-1615
共催：JA 横浜本郷東支店・OYAKOCLUB チューリップおやこのひろば
にこりんく

にこりんくでクリスマス会を行います。
スタッフによるお楽しみや、ママサークル
『なないろハーモニー』さんによるゴスペルの
プレゼントもあります♪にこりんくフロアで
クリスマス気分を味わいましょう！
【日
【場
【対

時】12 月 25 日（火）１1:15～12：00
所】にこりんく 1 階フロア
象】0 才～未就学の子どもとその親

In 笠間地域ケアプラザ
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】 1 月 23 日（水）１0:30～１１:30
☆予約受付中☆
【場 所】笠間地域ケアプラザ
【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

＜年末年始の休館日について＞
にこりんくは 12 月 28 日（金）から
1 月 4 日（金）までお休みです。
ご注意ください。
＜1 月・2 月のおやこ陶芸＞
1 月・2 月のおやこ陶芸は先生のご都合
によりお休みになります。

インフルエンザ等が流行してきます。感染症予防の基本は手を洗うことです！
「きらきら星♪」の曲に合わせてゆっくり洗うと効果的！
子どもと楽しく手洗いして感染症などを予防しましょう♪

にこりんくでも遊びに来たときや、帰るときに手洗いをしてください
ね！

「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：にこりんく古川

１２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

木

金

土

(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)
※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

前日までに登録をお願いします。

・ベビーマッサージは当日の４８時間

☆助産師による育児相談は、11 月 27 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！

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。

・キャンセルの場合は前日の 16 時まで
４

５
13：15～14：00
(0 才代)

「発達と遊びについて」

６

10：30～11：30
定員 5 組（1 才半以上）

13

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

11：20～
※売切れ次第終了

18

19

10：30～11：15
定員 15 組
（６か月～1 才未満）

（受付10:00～11:30）

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

10：30～11：15

14

10：30～11：20
（１才代）

15

10：30～11：30
11：15～11：45

12

☆予約受付中☆

20

21

にこりんくのフロアでは
いつでも自由に遊べます

22

10：30～11：15
定員 15 組
（1 才代）

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

「入会説明会」
14：00～15：00
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

26

27

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

28
～にんじんクラブ～
14：00～
(0 才～未就学児)

29

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

絵本カフェ 10/26

男女共同参画センターと保育教育コンシェルジュ
による母親の為の子育てや働き方講座を行ないま
した。小さな幸せ探しや「全部 100％で頑張らな
くてもいい」という話に参加者からも安心しまし
たという声が上がっていました。

にこりんくオープンデー＆
ママたちのおしゃべり会

10/29

月曜日の午後にひろばをオープンし、発達に不安が
あるお子さんなどがたくさん遊びに来てくれまし
た。母親同士おしゃべりを楽しんだり、発達障害児
の親の会のボランティアさんに相談することがで
きました。
次回は１月 28 日(月)１２:00～を予定しています。
興味のある方はお問合せ下さい！！

鎌倉女子大学の学生さんによる手作りおままごと遊びや絵本
の読み聞かせがありました。子どもたちは
かわいいおままごとと大学生のお姉さんとの
遊びをいっぱい楽しみました。

JA 横浜

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。

年末年始休館
12 月 28 日（金）～1 月４日(金)

ワークライフバランス講座 10/23

☆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☆

☆表紙参照☆

11：15～11：55
(0 才～未就学児)

13：30～15：30
（当日予約制）

11：15～12：00
☆表紙参照☆

（受付10:00～11:30）

にご連絡ください。
（材料費、保育費
などが発生する為）

13：30～定員 8 組
(６か月～）※材料費

13：30～14：20
（２才～未就学児）
☆予約受付中☆

25

８

（抱っこ紐で参加できる方）

12

10：30～11：15
定員 12 組
（６か月～）

10：30～11：15
定員 15 組
(２才以上)

(集団遊びが少し苦手な
お子さん）

☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

11

７

横浜農業についてのお話と
さつまいもの食べ比べ 10/31

JA 横浜の方から、横浜で育てている野菜や、近隣で収穫体
験のできる場所を教えていただきました。また、野菜クイズ
は意外と難しかったとの声もありました。その後 3 種類のさ
つまいもを食べ比べて味の違いを楽しみ、それぞれ好きな味
を見つけ「今度は品種を気にしながら購入したいです」と話
す母親もいました。

ヘルスメイトさんによる食育講座

1１/１

地域で色々な活動をされているヘルスメイトさんによる食育
講座が行われました。普段は自分の事を後回しにしてしまう
パパママの為の簡単にできるバランスの良いレシピや、一日
に必要な野菜の量を実際の野菜を使って確認しました。子育
てを頑張るパパママの健康を考える良い機会となりました。

・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。

http://nicolink -sakae.com

