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Facebookでリアルタイム情報を配信して
います。フォローしてね !

https://www.facebook.com/FSRin/

ファミリーステーションRin 検索

Rin のメルマガ登録はこちらから→

出張ひろば にっしん子育て総合支援
センターの出張企画です。

つどいのひろばミニイベント

第4回「準備をする」をテーマに実施し
ます。一緒にぼらりんとして活動してく
れる方を募集中です。興味のある方はス
タッフまで!

子育てボランティア「ぼらりん」になろう

下記日程で事務局を閉局させていただきます。
2017 年 12月 28日～ 2018 年 1月 4日
※年末年始休業のため
2018 年 1月 30日※スタッフ交流会のため
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2/23(金)
10:00～12:00

1/12
(金)

「ようこそRinへ
 　～どんなお正月だった？～」
Rinのおうちで新しい友だちの輪作りはじめ
ませんか？

今回は年明けということで、どんな年末
年始を過ごされたか、ぜひ聞かせてくだ
さい。おうちでのんびりした人もどこかへ
お出かけした人もおみやげ話を持ち寄っ
てみんなで盛り上がりましょう!

1/11
(木)

「鏡開き」
2018年最初のつどいのひ
ろばは「鏡開き」。みんな

でぜんざいをいただきましょう。ぜんざいは1杯200円、別
途つどいのひろば利用料が必要です。
一緒に白玉だんごを作ってくれる親子も募集しています。
当日10:30までにお越しください。(先着10組程度)
※白玉だんごづくりに参加しなくても、ぜんざいを食べてい
ただくことはできますが、なくなり次第終了です。

今月もつどいのひろば利用料のみで参加いただける
ミニイベントをいくつかご用意しています。

11:00～11:30（予約不要）

1/18(木)
10:30～12:00

【受講料】x00円(つどいのひろばメンバーズの方はx00円【託
児】未就園児一人につき1回x00円【定員】x名【場所】
◇◇◇◇
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 1/31(水) 1/10(水) 1/17(水) 1/24(水)

「おしゃべりカフェ」「おしゃべりカフェ」

各回共通
つどいのひろばメンバーズ400円

ビジター（一般）・・・・・・600円

参加費(お茶・お菓子付き)

10:30～12:00 予約制

1/19
(金)

「親子できくえほんのはなし」
ゲスト

スピーカー まんまるほんだな
寺田　裕美さん

プリザープドフラワーで作る
「しめ縄リース」を今年も開催
します。受付は11/20からで
す。詳細はチラシ、HP、ブログ
をcheck！してください。

12/1(金)
10:０0  
  ～12:00

プリザで作る「しめ縄リース」プリザで作る「しめ縄リース」

9/28(木)
10:０0～1４:30

ぼらりんイベントぼらりんイベント おばあちゃんに教わるおばあちゃんに教わる

手しごとサロン手しごとサロン

ルームプレート＆
Rinのおうちの看板を
つくろう

ルームプレート＆
Rinのおうちの看板を
つくろう

2/15(木)
10:00～12:00

事前準備会事前準備会
Rinのおうちの看板の下絵をかこうRinのおうちの看板の下絵をかこう

予告

ぼらりんイベントぼらりんイベント

1月のおしゃべりカフェでは絵本につい
てのお話しを聞きます。
「『よく絵本を読んであげてね』と言わ
れるけど、なぜ？」「絵本の選び方は？」
「実は読み聞かせがニガテ…」
などみんなでお話ししましょう。
寺田さんおススメの絵本の紹介
などもしてもらいます。

1/26
(金)

「おやこリズムあそび」
音楽にのって親子で一緒にあそびま
しょう♪
ピアノに合わせて歩いたり、リングや

リトミックスカーフを使ってあそんだりします。
最後はみんなで大きな布の中に入って
「おおかぜこい」 もしますよ。
抱っこでも参加できます。 ぜひ親子
でどうぞ

NPO 法人ファミリーステーションRin は、子育ち・親育ちを支援するために活動しています。

inのおうちrom

予告

あなたのアイディア
募集中 !



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

1 2018
-January-

専有利用

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥

つどいのひろば

10：00〜15：00 200 ￥
おやこリズムあそび 11：00〜11：30

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥

つどいのひろば 10：00〜15：00産サポ講座

ようこそRinへ！ 11：00〜11：30

Ma-Rin CLUB 登録制  ●●●● 10：30〜12：00 3,000/月￥

ぼらりんイベント

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

イベント 予約制 「生まれる前に聞く子育てのはなし」

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

Ma-Rin CLUB 登録制 「バランスボール」 10：00〜12：00

Ma-Rin CLUB 登録制 「節分工作」 10：30〜12：00

Ma-Rin CLUB 登録制 「お琴のコンサート」 10：30〜12：00

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

登録制  10：00〜12：00

出張ひろば 予約制  ほっとサロンねんね 10：30〜12：00
自由利用  子育てひろば 12：00〜15：00

10：00〜15：00 200 ￥

つどいのひろば

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥
白玉だんごづくり 10：30〜11：00

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥

ようこそRinへ！ 11：00〜11：30

「おやこリズムあそび」 11：00〜11：30

10：00〜15：00 200 ￥つどいのひろば

つどいのひろば 12：30〜15：00 ※カフェ参加者は利用料不要200 ￥
600/400 ￥予約制  おしゃべりカフェ「助産師さんに聞く授乳と卒乳のはなし」10：30〜12：00

つどいのひろば 13：30〜15：00 ※カフェ参加者は利用料不要200 ￥
1,000/800￥予約制  おしゃべりカフェ「行事食を食べよう」10：30〜13：30

登録制 「子育てボランティアになろう」10：00〜12：00
 ぼらりん登録者向けの子育て支援講座

ぼらりんイベント 登録制 「花いっぱい運動」10：00〜12：00
 ぼらりん登録者向けの植え付けイベント

予約制  ほっとサロンハイハイ 10：30〜12：00
自由利用  子育てひろば 12：00〜15：00出張ひろば

予約制  出張講座「子育てカルタ～子育てをゆっくり楽しく～」10：30〜11：30 100￥
自由利用  子育てひろば 12：00〜15：00出張ひろば

出張ひろば
自由利用  子育てひろば 10：00〜15：00 

出張ひろば 自由利用  子育てひろば 12：00〜15：00 

ヤクルト

ポレポレ

ヤクルト

ポレポレ

200 ￥会場：スポーツセンター

※バックのグレー表示は事務局閉局日です。

貸切利用

Ma-Rin CLUB 登録制 「七夕工作」 10：30〜12：00

ポレポレ

ヤクルト

つどいのひろば 12：30〜15：00
200 ￥ぼらりん 登録制  10：00〜12：00

「子育てボランティアになろう」

＜登録制＞

＜登録制・利用料あり＞

＜利用料あり＞

＜予約制／自由利用＞

＜利用料あり＞

fromRin No.85

カレンダーの見方カレンダーの見方

TEL& FAX 
0561-74-1080

http://www.npo-rin.org/

にっしん子育て総合支援
センターの出張企画です。
予約の必要のない「子育
てひろば」もあります。

ふぁまっぷの編集会議を
行います。

Rinの親子サークルMa-Rin 
CLUBの開催日です。

参加費や材料費・資料
代等が必要な場合の金
額表示です。

予約や登録等が必要な
イベントもあります。

移動販売があります。

このマークがあるときは
「つどいのひろば」開催
日です。自由利用と予約
が必要な場合と両方あり
ますが、メンバーズカー
ドを持っていると割引な
どの特典が受けられま
す。

つどいのひろばメンバー
ズ・ぼらりん・Rinの正会
員・賛助会員の方は貸
切利用ができます。

ファミリーステーションRin 検索

貸切利用

つどいのひろば

Ma-Rin CLUB

ふぁまっぷ

＜登録制＞
子育てボランティア「ぼら
りん」のためのWSです。

ぼらりん

出張ひろば

料 金￥

予約制 登録制

ポレポレ ヤクルト

イベントアイコンの
右に内容や時間などの
詳細が記載されます

1人500/親子ペア800￥

つどいのひろば 12：30〜15：00 ※カフェ参加者は利用料不要200 ￥
600/400 ￥予約制  カフェ「子どもと過ごすお部屋の作り方」10：30〜12：00

予約制  ほっとサロンよちよち 10：30〜12：00

冬季休業の話

つどいのひろば 12：30〜15：00 ※カフェ参加者は利用料不要200 ￥
600/400￥予約制  おしゃべりカフェ「親子できくえほんのはなし」10：30〜13：30

＜冬季休業期間＞

ぜんざい1杯 200 ￥

「びっくり楽しい手品」 10：30〜11：00

＜スタッフ交流会＞


