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栄区地域子育て支援拠点にこりんく

０１２年３月発行 栄区地域子育て支援拠点にこりん
く

おやこのひろば・にこりんく共催

パパママ一緒にふれあい遊び

公園であそぼ！
おやこのひろばと、にこりんくで公園遊びをします！！
予約不要なので、みんな遊びに来てね～♪
遊具での自由遊びや体操をします。
【日 時】 １１月 9 日（水）10：30～11:20
【場 所】 六反町公園(現地集合・現地解散)
【対 象】 歩き始め～未就学児と保護者
【予 約】 不要
※開催の有無に関しては、当日朝９：３０までに
ホームページでお知らせします。

ふれあい遊びやパラバルーンなど動きのある遊びを
おこないます。親子で体を動かしましょう♪
【日
【場
【対

時】
所】
象】

【定
【予

員】
約】

集まれ！にこりんキッズ
～プラレール～

ひとり親の交流

ひまわりの会
クリスマスオーナメントを作りながら、気軽におしゃべり
しませんか？
「ひとり親サポートよこはま」の相談員さんも参加します。
【日 時】
【場 所】
【対 象】
【予 約】
【定 員】
【問合せ】

１１月 26 日（土）13：30～14:30
にこりんく２階 (子ども同伴 OK)
0 才～未就学児をもつひとり親の方
オンラインまたは電話にて受付中
6名
にこりんく TEL:０４５-８９８-１６１５
担当：松本・原

１１月 26 日（土）１１：15～11:50
にこりんく１階
0 才～未就学児とパパ・ママ
(ママだけでも参加できます)
18 組
１１月 12 日(土)10：30 頃～オンライン開始

２才以上のお友達 集まれ～！！みんなで体操をしてから、
線路をつなげてプラレールを走らせよう！
【日 時】 １１月 30 日（水）10：30～11:20
【場 所】 にこりんく２階
【対 象】 2 才～未就学児と保護者
(下の子はおんぶで参加)
【定 員】 12 組
【予 約】 11 月 19 日(土)10：30 頃～
オンライン予約

小菅ヶ谷地域ケアプラザ・本郷台駅前地域ケアプラザ・にこりんく共催

『ふれあい遊び＆足形製作』
小菅ヶ谷地域ケアプラザに、にこりんくスタッフが遊びに行きます！
親子のふれあい遊びや記念足形製作を行います。
【日 時】 12 月 9 日（金）10：30～11:20
【場 所】 小菅ヶ谷地域ケアプラザ 2 階
【対 象】 0 才～未就学児と保護者
【定 員】 12 組
【予 約】 11/18(金)10：00～電話または来館
にこりんく TEL：０４５-８９８-１６１５

１１月の製作

ひらひらかわいい
みのむしさんを
作ります。

11 月 にこりんくカレンダー

オンライン予約をご利用ください
感染症対策の為、予約制で定員を
定めて運営しております。
詳細はこちらの
ＱＲコードより
ご確認ください。

☆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。
新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、プログラムを中止・変更とさせていただく場合があります。

10：30～11：20
定員 15 組
(1 才代)

10：30～11：15
定員 15 組
（６か月～1 才未満）

10：30～
定員 7 組
10：30～

13：30～14：30
定員 8 組
（6 か月～）※材料費

10：30～11：20
☆表紙参照☆

10：30～11：30
定員 14 組
(2 か月～ハイハイ前)
10：30～11：30
※予約・問い合わせ
豊田地域ケアプラザ
045‐864‐5144

午前の利用は
ベビマ参加者限定

受付 10：00～11：00

10：10～11：30

午前の利用は
０ちゃんﾍﾞﾋﾞｰ集まれ
参加者限定

10：30～11：15
定員３組（0 才児）
不安なことを何でも聞こう！

10：30～12：00
(針を使いますのでお子様
連れはご遠慮ください)

10：30～

10：30～

10：30～11：20
定員 18 組 (0 才代)

11：15：～11：50
(0 才～未就学児)

13：30～
定員 7 組

11：20～11：50
(0 才～未就学児)

10：30～11：15
定員 12 組(６か月～)

13：00～16：00
(２才頃～未就学児)

「入会説明会」
14:00～15:00
電話予約受付中

10：30～11：20
定員 5 組
（1 才半以上・発達が
気になるお子さん・
集団遊びが苦手な
お子さん）

10：30～11：15
定員 15 組（１才代）

10：30～
（1 才半以上）
（集団遊びが少し苦
手なお子さん）

10：00～15:00
場所：本郷中学校

14：00～（子育て中のﾊﾟﾊﾟﾏﾏ）
個別相談をご希望の方は
当日受付にお声掛け下さい

「入会説明会」
10：30～11：30
電話予約受付中

☆にこりんくカレンダーの
★印のプログラムの予約開始日は
２週間前の土曜日 10:30 頃から
オンライン予約となります。
また、フロア(広場で遊ぶ)の予約は
１週間前の土曜日 10:30 頃から
10：20～11：40
オンライン予約となります。
定員 7 組
詳しくはホームページのカレンダー
（栄区在住・初めて
にて確認してください。
出産を迎える夫婦）
☆妊娠中の方はプチリトミック・
おやこヨガには参加できません。
☆プログラムによっては参加費・
材料費がかかります。
前日の 16 時以降にキャンセルの
11：15～11：50
場合は半額のキャンセル料が
☆表紙参照☆
かかります。
～参加費・材料費の
かかるプログラム～
13：30～14：30
おやこ陶芸・・・1000 円（材料費）
☆表紙参照☆
おやこヨガ・・・100 円（参加費）
ベビーマッサージ・200 円（オイル代）

●カレンダーのプログラム（発達に合わせたあそび）
で体験した内容は、おうちでも繰り返し
遊んでみてくださいね。
●プログラムは２階で行っており、1階フロアは
親子で自由に遊べるスペースです。
オンライン予約をして遊びに来てください♪

10：30～11：20
定員 12 組（２才以上）
※下の子はおんぶで参加
☆表紙参照☆

にこりんく活動報告
10/5（水）子どもたちに「音楽を届けるプロジェクト」
100 万人のクラシックライブさんから素敵な音楽のプレゼ
ントが届きました♪ヴァイオリンとピアノの生演奏に
じっくり耳を傾けたり、みんなが大好きな「さんぽ」の曲
ではマラカスでリズムをとり、パパもママも子ども達も楽
しみながら聴いていました。素敵な音色に癒され、
元気をもらえた時間でした！写真はインスタを見てね♪

10/12（水）子育て支援者さんによる「公園あそび」
本郷台公園で、子育て支援者さんによる公園遊びを
行いました。フラフープを使って、飛ぶ・くぐる・転が
す・ハンドルに見立てる等、沢山の遊び方を教えても
らいました。支援者さんから、どんぐり入れのプレゼ
ントを頂き、最後はみんなでどんぐり拾い！季節を感
じながらママ達も一緒に沢山拾いました。

「横浜子育てパートナー」
初めての子育て、赤ちゃんと どうつきあっていけばいいの？
健診で発達の指摘を受けたけれど、どうしたらいいのかな？
ほかの子と違うけれど、大丈夫？
【日
時】
子どものことや家庭・自分自身のこと、
【電話相談】
ゆっくりとお話してみませんか？
【相談受付】

●やむを得ずキャンセルの場合はにこり
んくへ直接お電話をお願いします。
※できるだけ開館1時間前（午前の部
9時・午後の部12時）までに
お願いします。閉館中、休館日は留守
番電話にて対応致します。
●予約完了後、確認メールが届きます。
届かない場合はにこりんくまでお電話
にて確認をお願いします。
●ドメイン指定受信を設定されている
方はnijinicolink@gmail.com を
受信できるよう指定してください。

担当：原

にこりんく開館日 １０：００～１６：００
０４５-８９１-００８5
sakaekopato@gmail.com

（ベビマは 48 時間前までに予防接種のない
こと/持ち物 45L ビニール袋・バスタオル)

新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、ご協力をお願いします。
☆以下の方は利用をご遠慮ください。
・保護者・お子さま、ご家族に発熱
(37.5℃以上)や咳、くしゃみ、
鼻水などの呼吸器症状や、体調
不良がある方。
☆大人は必ずマスクを着用して
お過ごしください。

