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2019 年 5 月発行 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」は 

親子が安心して過ごせる居場所です。 

 

子どもの発達に合わせた遊びのプログラムでは 

目と目を合わせながら子どもとふれあい 

自宅でもくりかえしできるものを 

紹介しています。 

 

子育て中のパパママや 

子育てを応援し支えてくださる地域の方々と共に… 

栄区で笑顔の輪を広げましょう！ 
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お疲れ様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベビーマッサージ 

 

【日にち】 第 2 木曜日 

【時 間】 10:30～11：20 

【対 象】 1才児 

★定員・予約なし★ 

ふれあい遊びや、体操などで身体を 

動かして遊んだり、ママ同士の交流を 

楽しみましょう。 

ママもお手伝いよろしくお願いします。 

 

みんなであそぼう お誕生会 

【日にち】毎月１回 木曜日 

【時 間】 11：15～11：55 

【対 象】0才～未就学児 

★定員・予約なし★ 
 

おやこ遊びやお誕生児へのインタビュー

などがあります。お誕生月のお友だ 

ちを、みんなでお祝いしましょう♪ 

発達プログラム 

1才チビちゃん集合 

【日にち】 第 2･４水曜日 

【時 間】 10:30～11:30 

【対 象】 2 か月～ 

ハイハイ前まで 

【定 員】12 組 ※要予約 

【参加費】200円 
 

  お子さんを見つめながら 

じっくりとスキンシップをとり 

ましょう♪ 

からだがポカポカ！ 

ママも癒されますよ♪ 
 

 

 

 

【日にち】 第 3 金曜日 

【時 間】 10：30～11：20 

【対 象】 2 才～未就学児 

【定 員】 15組 ※要予約 

元気な 2 才以上のお友だち集まれ！ 

プラレールや、運動遊び、リトミック等、月

毎にいろいろなプログラムを行います。

みんなで一緒に楽しみましょう！ 

 

集まれ！にこりんキッズ 

子どもの成長や発達に合わせたプログラムです。親子のふれあいを大切に、 

にこりんくで体験したことを、おうちでもやってみてくださいね。 

0 才から未就学の親子がみんな参加できるプログラムです。 

年齢の違うお友達も一緒に、親子でたくさん触れ合って遊びます。 

 交流プログラム 

赤ちゃんとあそぼう 

【日にち】 毎月１回 

【時 間】 10：30～11：15 

【対 象】 6 か月～1才未満 

【定 員】 15組 ※要予約 
 

 

童謡やわらべ歌を歌いながら、 

ふれあいあそびや布遊び 

など、ママとの絆を深める 

ふれあいをゆっくりと楽しみ 

ます。 

ぜひ覚えておうちでも遊んで 

みてくださいね！ 

プチリトミック 

【日にち】 毎月 1回 

【時 間】 10：30～11：15 

【対 象】 １才代  

【定 員】 1５組 ※要予約 
 

 

親子のふれあいを中心に、 

歌やリズムを楽しみます。 

ピアノの音に合わせて、 

たくさん身体を動かしま 

しょう！ 

絵本の読み聞かせや簡単な 

製作の時間もあります♪ 
 

 

プチおやこあそび 

年齢毎に分かれての親子の交流会です。おやこで遊んだ後はママたちの

トークタイム。同年齢ならではの相談や情報交換ができます。 

 

【日にち】 毎月 1回 

【時 間】 10：30～11：30 

【対 象】 集団遊びが少し 

苦手なお子さんとその保護者 

1才半～未就学児 

【定 員】５組 ※要予約 

 

集団遊びが少し苦手な 

お子さんを対象に少人数での 

ふれあい遊びをゆっくり、丁寧 

に行います。 

お気軽にお申し込み下さい。 

【日にち】年間 6回 

【時 間】11：15～11：50 

【対 象】0才～未就学児 

★定員・予約なし★ 
 

栄区の子育て支援者さんと一緒に遊びま

しょう。子どもの発達を促す遊びや、 

親子で遊べる工夫などがたくさん！！ 

 

【日にち】 第 1火曜日 

【時 間】 13：15～14：00 

【対 象】 0才児 

★定員・予約なし★ 
 

 親子でふれあって遊んだ後は地域別や 

月齢毎などに分かれてママ同士の 

交流をします。楽しく話してママ友を 

作りませんか？ 
 

0ちゃんベビー集まれ 

★掲載情報は 2019 年 5 月時点のもので、内容は予告なく変更になる場合があります。 

【日にち】6 月 29 日（土） 10月 5日（土） 

【時 間】10:30～12：00 

【対 象】妊婦さんとそのご家族 

【定 員】10組 ※要予約 

※詳細はホームページでご確認ください 
   

 

マタニティさんあつまれ！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リフレッシュプログラム 

同じ立場の人たちでトークや、交流を行います。 

この他にも開催したい会があればスタッフまで声をかけてください。 

パパも参加できるプログラムを、 

毎月第３土曜日に行います。 

 

いつも子育てを頑張っているパパママのリフレッシュプログラム！ 

子どもだけではなく自分の事もいたわってくださいね。 

にこりんくではひろばのスタッフや横浜子育てパートナーがいつでも 

相談をお受けしています。その他に、専門職による相談日もあります。 

パパたち集まれ 

【日にち】 年間 4回 

不定期土曜日開催 

【時 間】 10：30～12：00 

【対 象】 子どもとパパ 

(ママもどうぞ) 

【定 員】 12 組 ※要予約 
 

 段ボールハウス作り・手形製作 

等、親子で一緒に楽しめる 

遊びがいっぱい！     

パパ友もできますよ♪ 

ファミリープログラム 

☆プログラム時の兄弟児保育は乳幼児一時預かり（事前登録）や横浜子育てサポートシステム 

（入会説明会参加が必要）をご利用下さい。詳細についてはスタッフにお問合せ下さい。 

ご利用ください 

 

横浜市の研修を受けた 

利用者支援専任スタッフ 

「横浜子育てパートナー」 

松本がお受けします！ 

 子育てパートナー専用ダイヤル

０４５－８９１－００８５ 
 

 

【日にち】 年間２回 不定期開催 

【時 間】 10：30～11：30 

【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 

★定員・予約なし★ 

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！ 

 

ふたご・みつごの会 ひまわりの会 

【日にち】 年間３回 不定期開催 

【対 象】 ひとり親の親子 

★詳しい日時は電話にて 

お問い合わせください★ 

TEL：045－891-0085 

子どもと製作したり、遊びながら 

おしゃべりしませんか？ 

 気軽にお問い合わせください。 

パパママ一緒に 

ふれあいあそび 

【日にち】 不定期  

第 3 土曜日 

【時 間】 11:15～11:50 

【対 象】 ０才から未就学児 

プレパパママも参加できます 

★定員・予約なし★ 

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  

簡単な遊びをご紹介します！ 

 

おやこヨガ 

【日にち】 第 4火曜日 

【時 間】 10：30～11：15 

【対 象】 6 か月～未就学児 

【定 員】 12 組※要予約 

【参加費】 100円 
 

 親子で一緒にできるヨガです。 

運動不足を感じたら、身体を 

ほぐしてみませんか？  

おやこ陶芸 

【日にち】 第 1木曜日 

第 4水曜日 

【時 間】 13：30～14：30 

【対 象】 6 か月～未就学児 

【定 員】 8組 ※要予約 

【材料費】 1000円 

お子さんの成長の記念に、 

手形や足形を陶芸作品にして

残しませんか。 

 

抱っこママ・パパ 
コーラス 

【日にち】 ママ 月 1回 

        パパ 月 1回（土） 

【時 間】ホームページ・通信で 

ご確認ください 

【対 象】抱っこ紐で参加できる方 

★定員・予約なし★ 

お子さんを抱っこしながら季節 

の童謡やポップスを歌います。 

歌ってリフレッシュしましょう♪ 

みんなでストレッチ 

【日にち】 第 4土曜日 

【時 間】 1３：３0～15：00 

【対 象】 拠点利用者 

★定員・予約なし★ 

育児を頑張っているパパママ 

ストレッチをして身体を 

ほぐしましょう♪ 

～個別相談もあります～ 

    （当日予約制） 

 

横浜子育てパートナー 
助産師による 

育児相談 
【日にち】月１～2 回（毎月 27 日

以降に日時をホームページに

掲載。または、にこりんくに直接

お問い合わせください。） 

【定 員】4名 ★当日予約制★ 

お子さんの発達や成長、母乳に

ついて、ママの身体の心配事な

どを助産師が個別に相談に応じ

ます。 

助産師による 

グループ相談 

保育教育 

コンシェルジュ 

専門相談 

【日にち】月１～2 回（毎月 27 日

以降に日時をホームページに

掲載。または、にこりんくに直接

お問い合わせください。） 

【定 員】なし 

助産師がテーマに沿って 

グループ相談を行います。 

【日にち】第 3 火曜日（変更あり） 

【時  間】13:30～15:30 

【対  象】保育園や預け先情報な

どを知りたい方 

【定 員】8名 

★当日予約制★ 

栄区の保育教育コンシェルジュ

が就園の相談に応じます。 

 

子育て中の悩みや困り事等、 

「こんなこと聞いて大丈夫かな？」 

と思わずに気軽にご相談下さい。 

地域の子育て情報の提供や 

支援先の紹介も行っています。 

 

「こんな集まりがあったらいいな。」 

「あんな事できないかな。」 

利用者のみなさんのニーズに合わせたプ

ログラムをにこりんくスタッフと一緒に企

画・開催しましょう♪ 

思いついたらまず、スタッフに相談して 

くださいね！ 

（アラフォーママの会・１０代２０代ママの会

ミニコンサート・出身地の集まり等） 

 

フリーマーケット等） 

ボランティアコーディネート 

利用者発信プログラム 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒247－0005 横浜市栄区桂町７１１番地 さかえ次世代交流ステーション１階  
TEL/FAX 045-898-1615     https://www.nicolink-sakae.com 

開館：火曜～土曜 10:00～16:00 

休館日：日曜・月曜・祝日 ※月曜が祝休日の場合は翌日は休館となります。 

 

 

 

 

 

 

＜入会説明会の日程＞ 
【日にち】 毎月 2 回(土曜日を含む) 10：30～11：30 

【会 場】 にこりんく・地域の施設 

【対 象】 子どもを預かってほしい人・預かれる人 

【定 員】 10 名（要予約）・保育あり（要予約） 

【予約・問合せ】 横浜子育てサポートシステム 栄区支部 

     TEL ０４５－３９２－３９６７担当：河野・山本 

★親子での参加も OK！ご都合のつかない方には個別説明も行います★ 

・地域でお子さんを預かってほしい人と、預かりができる 

人が登録し、有償で支え合うシステムです。 

・小学校 6 年生まで利用できますので、登録しておくと 

いざ困った時に早めのサポートが受けられます。 

まずは気軽に話を聞いてみませんか？   

 横浜子育てサポートシステム  

 

 

 

 

 

 

あなたにピッタリのにこりんくプログラムは・・・？ 

栄区地域子育て支援拠点 にこりんく 

 

◆横浜子育てパートナー◆ 

TEL 045-891-0085  

 ◆横浜子育てサポートシステム◆ 

TEL 045-392-3967 

 

https://www.nicolink-sakae.com/

