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栄区地域子育て支援拠点にこりんく

今年も「ぬくもりのある居場所を大切に」にこりんくで子育ての輪を広げていきたいと思います。
たくさんの笑顔があふれる 1 年となりますように！
スタッフ一同

普段利用しづら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。
【日
【場
【対
【予

時】 1 月 28 日（月）１２：００～１５：００
所】 にこりんく
象】 ０才～未就学の障害のあるお子さん
発達が気になるお子さんとその親
約】 なるべくにこりんくにて事前予約を
お願いします。
☆にこりんくにて予約受付中☆

離乳食どのぐらい食べさせたらいいの？好き嫌い多いけど
大丈夫？などなど、子どもの食事は不安や疑問がいっぱい。
栄区の栄養士さんがいろいろ教えてくれます。
【日
【場

時】
所】

１月 17 日（木）１０：３０～１１：３０(受付１０：００～)
千秀センター
子育てサロン「の～び💛のび｣にて
【対 象】 0 才から未就園の子どもとその親
【問合せ】 にこりんく ０４５-８９８-１６１５
豊田地域ケアプラザ ０４５-８６４-５１４４
共催：豊田地域ケアプラザ・にこりんく

にこりんくで使う布おもちゃや、季節のタペストリー
作りを行います。
裁縫好きの地域の方、お待ちしています。
【日
【場
【対

時】 １月１０日(木) １０：３０～１２：００
所】 にこりんく
象】 裁縫好きの地域の方

※針を使いますので、お子様連れはご遠慮ください

非常用に備蓄しておくものや、さらしを使ったおんぶ体験等、
いざという時のために役立つお話です。
親子のふれあい遊びも行います。ぜひご参加ください！
【日
【場
【講
【対
【定
【予

時】 １月２６日（土）１０:００～１２：００（受付９：４５～）
所】 中野地域ケアプラザ 多目的フロア
予約受付中
師】 千葉 ひろみ氏(マザーズハンド)
象】 ０才～未就園の子どもとその親
員】 １５組
約】 中野地域ケアプラザ ０４５-８９６-０７１１
共催：中野地域ケアプラザ・にこりんく

歯科衛生士さんから歯についてや、歯みがきの
コツについてのお話が聞けますよ。

桂台地域ケアプラザで栄区歯科衛生士の先生から
歯みがきのコツなど学びませんか?

【日 時】 １月２９日（火）１０:１５～１２：００(受付１０：００～)
【場 所】 笠間地域ケアプラザ
予約受付中
予約受付中
【対 象】 ６か月～３才の子どもとその親
【定 員】 １５組
【持ち物】 歯ブラシ・タオル
【予 約】 にこりんく ０４５-８９８-１６１５
笠間地域ケアプラザ ０４５-８９０-０８００
共催：笠間地域ケアプラザ・にこりんく

【日 時】 １月 31 日（木）１４：００～１５：００
【場 所】 桂台地域ケアプラザ
予約受付中
【対 象】 ０才～未就学の子どもとその親
【定 員】 １５組
【持ち物】 歯ブラシ・タオル
【予 約】 にこりんく ０４５-８９８-１６１５
桂台地域ケアプラザ ０４５-８９７-１１１１
共催：桂台地域ケアプラザ・にこりんく

【日 時】１月３０日（水）１０：００～1１：３０（受付９：４５～）
【場 所】 にこりんく２階
う
栄区の保育園の先生と楽しく遊ぼう!!
【対 象】 ２～３才の子どもとその親
『色・音・感触』を感じ取って
【講 師】 栄区の保育園の先生
『こころ・からだ・あたま』を使って
【定 員】 ３０組（定員になり次第〆切）・参加費無料
みんなで楽しく遊びましょう♪
【申込み】 1 月８日（火）から電話予約または直接
桂台保育園 045-894-1374
共催：栄公立保育園・やまゆり保育園・認定こども園いのやま・にこりんく

１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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(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

５

前日までに登録をお願いします。

年末年始休館
12 月 28 日（金）～1 月４日(金)

８

☆助産師による育児相談は、1 月 5 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！

９

10

「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

11

10：30～12：00
☆表紙参照☆

16

17

10：30～11：30
定員 5 組（1 才半以上）

食べるの大好き！
食育講座

22

11：20～
※売切れ次第終了

23

10：30～11：15
定員 12 組
（６か月～）

18
10：30～11：15
定員 15 組
（1 才代）

・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）

19
「手形製作」
10：30～11：30
☆予約受付中☆

☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

16

13：30～14：30
☆予約受付中☆

（受付10:00～11:30）

24

10：30～11：30
定員 12 組
（2 か月～ハイハイ前）

・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。

12
11：00～11：45

10：30～11：15
定員 15 組
（６か月～1 才未満）
13：30～15：30
（当日予約制）

前までに予防接種の予定がない事を
ご確認ください。

（受付10:00～11:30）

15

(集団遊びが少し苦手な
お子さん）

・ベビーマッサージは当日の４８時間

25

11：15～11：55
(0 才～未就学児)

10：30～11：15
定員 15 組
(２才以上)

26
「入会説明会」
10：30～11：30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

☆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☆

「出張入会説明会」

28（月）

IN 笠間地域ケアプラザ

☆表紙参照☆

10:30～11:30
☆予約受付中☆
保育あり※要相談

30

「歯のはなし」

（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

31

10：00～11：30
（2 才～３才）

29

14：00～15：00

☆要予約☆
☆表紙参照☆

☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

～にんじんクラブ～
14：00～
(0 才～未就学児)
「歯みがきのコツを
知ろう」

「親子ですぐに役立つ

防災の知恵」
☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

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。

☆予約受付中☆
☆表紙参照☆

・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
土曜日開催という事もありパパの参加も多く、み
下さい。
んなでふれあい遊びやパラバルーンを思いっきり
・携帯電話の使用につきましては、
楽しみました。エプロンシアターも「わぁー」と
緊急時以外お控えください。
声をあげながら見入っていました。

ふたご・みつごの会 11/17

１才チビちゃん集合「歯の話」 11/8
歯を磨く順番や力の入れ方、口を開けないときの歯ブ
ラシの入れ方などについてお話があり、普段の疑問が
解消できたとママたちは喜んでいました。

パパたち集まれ 11/17
パパたちで協力し合い、広いフロアに大きな線路を作りま
した。パパたちのお手伝いをしたり、わくわくした様子で
待っていた子どもたち!!たくさんの電車を走らせて楽しん
でいました。

マタニティさん集まれ 11/21
３名の参加者とアイロンビーズでマタニティマー
クを作成しました。お茶を飲みながら出身地の話
や仕事の話などをし、和やかな雰囲気でした。
出産後、にこりんくで再会できる日を楽しみにし
ています。

栄公会堂で「にこりんく虹のふれあいコンサート」を行いました。
総勢 37 名の抱っこママ隊コーラスは心地よいピアノの音色にのって、優しい歌声が会場に響き渡りま
した。抱っこパパ隊コーラスは力強い歌声で、絵本のお話しにもでてくる歌を歌いあげ感動をよびました。
元気いっぱいの team FRIENDS のダンスは全身で表現する立派なステージでした。
また、あわてんぼうのサンタクロースを演じた道化師 YAMA さんとオペラ歌手宮城摩理
さんのパフォーマンスや歌声で更に会場は盛り上がり、フィナーレでは大きな風船が舞い
上がり、子ども達も喜んでいました。盛りだくさんの内容でたくさんの地域の方とふれあえるコンサート
になりました。来場してくださったみなさま、ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました！！

http://nicolink -sakae.com

