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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

No.86 2018年 2月号

2/23(金)
10:30～14:00

2/2
(金)

「ようこそRinへ」
はじめてRinのつどいのひろばをご利用になる
方向けのプログラムです。はじめてさんも常連

さんもみんな集まれ～!みんな揃って自己紹介や簡単な
ゲーム、親子ふれあいあそびをします。(スタッフも参加し
ます♪)日進に転居してきたば
かりの人、赤ちゃんが生まれて
お友だちがほしいなと思ってい
る人、新しい友だちの輪を広げ
たいと思っている人、Rinのおう
ちで新しい友だちの輪作りは
じめませんか？

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）

【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】
◇◇◇◇

「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

2/8
(木)

「助産師さんに聞く
    授乳と卒乳のはなし」

コルクの土台を使用して、可愛
いルームプレートを作りません
か？文字を書いたら、いろいろ
な素材で飾り付けをしましょ
う。午後からはRin のおうちの看板づくりに参加していた
だきます。

2/15(木)
10:３0～12:00

赤ちゃんにとって大切な「授乳」。
でも個人差が大きくてプライベートな部分
もあるのでなかなか相談しづらいもの。
一方でやがて訪れる「卒乳」についても、
親子それぞれの事情や悩みがあったりします。
助産師さんを囲んで、みんなでお話してみませんか?授乳
中で復帰を予定されるている方にもおススメです。

「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

2/8
(木)

「防災の話」
ゲスト

スピーカー ００００００
○○ ○○○さん

日進市防災推進委員の杉浦秀子さん
をお招きして、防災についての色々な
お話を聞きます。
いつ身近に起きるか分からない、だ
からこそ備えておきたい。防災につ
いて、一緒に考えてみませんか？

2/9
(金)

「スマホ講座」
ゲスト

スピーカー ００００００
○○ ○○さん
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離乳食
（完了期）
離乳食

（完了期）

2/7(水) 2/14(水) 2/21(水) 2/22(水) 

2/９
(金)

「大きな紙にまちをつくろう」

ゲストスピーカー
助産師
市川 みどりさん

道路から見える、Rinのおうちの看板をリ
ニューアルします。Rinのおうちの魅力が伝わるような、
新しい看板のアイディアをぜひ教えてください。23日に
作成するルームプレートの試作品もご覧いただけます。

予約制

（予約不要）

★つどいのひろば利用料のみで参加していただけます★

★つどいのひろば利用料+300円の材料費が必要です★

2/23(金)
10:30～14:00

コルクの土台を使用して、可愛
いルームプレートを作りません
か？文字を書いたら、いろいろ
な素材で飾り付けをしましょ
う。午後からは Rin のおうちの看板づくりに参加してい
ただきます。

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)
10:３0～12:00

事前準備会事前準備会
Rinのおうちの看板の下書きしてみようRinのおうちの看板の下書きしてみよう

ぼらりんイベントぼらりんイベント

道路から見える、Rinのおうちの看板をリ
ニューアルします。Rinのおうちの魅力が伝わるような、
新しい看板のアイディアをぜひ教えてください。23日に
作成するルームプレートの試作品もご覧いただけます。

予約制

（予約不要）

★つどいのひろば利用料のみで参加していただけます★

★つどいのひろば利用料+300円の材料費が必要です★

2017 年度つどいのひろばアンケート
にご協力ください。

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

予告

牛乳バックでビルを作り、ペットボトルで車
を作ります。大きな紙

の上に置きます。簡単な工作で
「みんなのまち」を作りましょう。
出来上がった建物や車は、持って
帰っておうちでも遊んでね。
★12月の工作に参加した子は、
　12月の作品も持ってきてね!

Rinちゃんの
お部屋

Rinちゃんの
お部屋
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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 「親子英語」 10：30〜12：00

Ma-Rin CLUB 登録制 「おこしものづくり」 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 ￥
鏡開き 11：00〜11：30

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥
ようこそRinへ！ 11：00〜11：30

10：00〜15：00 200 ￥
工作「大きな紙にまちをつくろう」 11：00〜11：30つどいのひろば

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「離乳食（完了期）」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

Ma-Rin CLUB 登録制 「ママランチ」 10：00〜12：00

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 ￥
ぼらりんイベント事前準備会 10：30〜12：00

ポレポレ

ヤクルト

ポレポレ

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.86

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「授乳と卒乳のはなし」10：30〜13：30

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「防災の話」10：30〜13：30

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「スマホ講座」10：30〜13：30

予約制  10：30〜14：30
子育てボランティアになろう企画「ネームプレートづくり&看板づくり」

貸切利用

利用料200/材料費300￥イベント


