
 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

202２年９月発行 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 

 

１０月の製作 

【日 時】 10月 27 日(木)11:30～１１:50 
【場 所】 にこりんく１階 
【対 象】 0才～未就学児と保護者 
【定 員】 18組 
【予 約】 10/22(土)10：30頃～ 

オンライン予約 

栄消防署の消防士さんによる 
『家庭内の事故予防について』 

栄消防署の消防士さんから、家庭内に
おける事故予防についてのお話が 
聞けます。 

今月は 

ハロウィン飾りが 

作れます。 

 

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、ヴァイオリンと 
ピアノの生演奏がやってきます！ 
 
【日 時】 10月 5日（水）１１：30～11:50 
【場 所】 にこりんく１階 
【対 象】 ０才～未就学児と保護者 
【定 員】 18組 
【予 約】 10/1(土)10：30頃～オンライン予約 
 

【日 時】 10月 18 日（火） 11:00～11:20 

【場 所】 桂山公園 

こどもログハウス「ロッキー」 

【対 象】 ０・１・２才児と保護者 

【定 員】 ５組 

【予 約】 不要  

※直接ログハウスへお越しください 

          

手遊び・絵本や紙芝居など、 

親子で楽しめる遊びがいっぱい！ 

ふたごちゃん・みつごちゃん同士の交流を 

深めませんか？おうちでもできる 

ふれあい遊びもご紹介しています！ 

土曜日開催ですので、パパも一緒に 

遊びに来てください♪ 

【日 時】 １０月 29 日（土）１０:３０～１１：３０ 

【場 所】 にこりんく２階 

【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】 8組  

【予 約】 10/15(土)10：30頃～ 

オンライン予約 

子育て支援者さんによる『公園遊び』 

～本郷台公園～ 

【日 時】 10月 12 日(水)１０:３０～１１:２０ 
※雨天時 10月 26 日(水)に延期 

【場 所】 本郷台公園  現地集合・解散です！ 
【対  象】 １才半～２才代と保護者 
【定  員】 15組 
【予  約】 10/1(土)10:30 頃～オンライン予約 
※開催の有無に関しては当日朝 9：30までに 

ホームページにてお知らせします。 

『全身使って遊具で遊ぼう！＆ママと一緒にレッツゴー』 

 

０ちゃんﾍﾞﾋﾞｰ集まれ！ 

～歯のはなし～ 
歯科衛生士さんから、歯や歯みが

きのコツについてのお話しが聞け

ますよ！ 

【日 時】 10月 19 日（水） 

10：30～11:20 

【場 所】 にこりんく２階 

【対 象】 0才児と保護者 

【定 員】 15組 

【予 約】 10/8(土)10：30頃～ 

オンライン予約 

ふたご・みつごの会 

保育コンシェルジュ講座 

来年度の保育園入園申請書の書き方の 

ポイント等説明の後希望者には個別確認できます。 

【日 時】 10月 19 日（水） 13:00～ 

     13:00～13：20 説明 

     13：20～個別確認(1組 15 分) 

【場 所】 にこりんく 1階フロア 

【対 象】 栄区在住・来年４月～の申請をする方 

【定 員】 8組 

【予 約】 10/8(土)10：30頃～オンライン予約 

     個別確認の予約はオンラインにて 

     時間帯を選択しご予約ください。 

     

  

          

 

にこりんパパ集まれ 
～パパと一緒にプラレール～ 

パパと一緒にプラレールで遊ぼう！ 

みんなで線路をつなげて走らせよう！ 

【日 時】 10月 22 日（土）10：30～11:20 

【場 所】 にこりんく２階 

【対 象】 2 才～未就学児とパパ 

(ママも下の子も一緒にどうぞ) 

【定 員】 15組 

【予 約】 10/15(土)10：30頃～ 

オンライン予約 

栄区民まつり 

３年ぶりの栄区民まつり！ 

にこりんくもお店を出しますよ。 

スタッフもいるので、遊びに来てね！ 

【日 時】 １１月 5日（土） 

10：00～15:00  

雨天中止 

【場 所】 本郷中学校 



13：30～14：30 

定員 8 組 

（6 か月～）※材料費 

 

 

  

            

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

10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。 

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。 

土 

 
操作方法 

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。 

 

オンライン予約をご利用ください 

●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30分）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。 

11：20～11：50 

   (0 才～未就学児) 

 

（1 才半以上） 

（集団遊びが少し苦

手なお子さん）

 
 

10：20～11：40 

    定員7組 

（栄区在住・初めて 

出産を迎える夫婦） 

10/1(土)10：30 頃～ 

オンライン予約開始 

 

 
11：30～※売切れ次第終了 

10：10～11：30 

 

 
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」 
14:00～15:00 

電話予約受付中 

 

☆プログラムは前の週の土曜日 

10:30頃からオンライン予約 

となります。 

☆予約開始日が異なるプログラムも 

ありますので、ホームページの 

カレンダーにて確認してください。 

☆妊娠中の方はおやこヨガ・ 

プチリトミック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 

場合は半額のキャンセル料が 

かかります。 

～参加費・材料費の 

かかるプログラム～ 

おやこ陶芸・・・1000 円（材料費） 

おやこヨガ・・・100 円（参加費） 

ベビーマッサージ・200円（オイル代） 
（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) 

10：30～11：15  

定員 15 組  

（６か月～1 才未満） 

 

 

 

10：30～11：20 

定員 15 組 

   (1 才代) 

10：30～11：15

定員 15 組（１才代） 

 

10：30～11：30  

定員 14 組  
(2 か月～ハイハイ前) 

 

10：30～11：20

定員 15 組 (0 才代) 

☆表紙参照☆ 

10：30～11：20 

定員 12 組（２才以上） 

※下の子はおんぶで参加 

 

   10：30～11：15 

定員 12 組(６か月～) 

 

 

 

13：30～ 

フロア予約を取って 

きてください。 

       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） 

 

13：00～16：00 

(２才頃～未就学児) 

オンライン予約受付中 

10：30～ 

フロア予約を取って 

きてください。 

 
●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♪ 

 

受付 10：00～11：00

 

 

 
 

13：00～ 定員8組 

☆表紙参照☆ 

 

「入会説明会」 
10:30～11:30 

電話予約受付中 

 

11：00～11：20  

定員 5 組  

☆表紙参照☆ 

10：30～11：30 

定員８組  

(ふたご・みつごの親子 

ふたご・みつごを妊娠 

している方) 

☆表紙参照☆ 

 

 11：30～11：50 

10：30～11：30 

定員 10 組 

 

 

 
 

 

 

14：00～14：25 

(0 才～未就学児)

 

 

 
 

 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) 

 

   10：30～11：20 

☆表紙参照☆ 

 

 

 

10：30～11：20 

☆表紙参照☆ 

 

 
午前の利用は 

ベビマ参加者限定 

 

 

 
午前の利用は 

０ちゃんﾍﾞﾋﾞｰ集まれ

参加者限定 

 

 11:30～11：50

  ☆表紙参照☆ 

 

（1 才半以上） 

（集団遊びが少し苦手な

お子さん）

 
 

10：30～11：30 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

10：30～11:15 

定員：３組（0才児） 

不安なことを何でも聞こう！ 

 

2 週間前の土曜日～予約開始プログラム 

・おやこ陶芸・ベビーマッサージ 

・子育て支援者さんによる『公園遊び』 

・助産師と話そう（オンライン） 

・2 人目 3 人目育児中のママさんあつまれ 

・Welcome！プレママ・プレパパ Day 

・０ちゃんﾍﾞﾋﾞｰ集まれ『歯のはなし』 

・保育教育コンシェルジュ講座 

      ・おやこヨガ  

・ふたご・みつごの会 

       

「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？子どものことや 

家庭・自分自身のこと、ゆっくりとお話してみませんか？ 

 

※金曜 10:30～または 13:30～ 

【予約】前の週の土曜日 10:30 頃～ 

オンライン予約開始 

【日  時】 にこりんく開館日 １０：００～１６：００ 

【電話相談】  ０４５-８９１-００８5 

【相談受付】 sakaekopato@gmail.com 

担当：原 

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。 
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