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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

Rinのおやこサークル
【Ma-Rin CLUB】体験会
Rinのおやこサークル
【Ma-Rin CLUB】体験会

Ma-Rin CLUBはRinが運営するおやこサークル
です。月3回火曜日の開催。2回は季節の行
事などを取り入れた親子あそびを、残りの1
回はママが楽しむ講座を実施しています。
ママの講座は託児付き。参加者を2つのグルー

プに分けて、一方が講座を受講している間は、もう一方のグルー
プのママたちがスタッフと一緒に全員の子どもを託児します。
参加するすべての子ども成長をみんなで実感し、喜ぶことが
できる素敵なサークルです。

体験会へのお申込みは電話(0561-74-1080)または来所で
ご予約ください。各日とも先着10名まで。

Ma-Rin CLUB 募集要項
対象:生後6ヶ月(30年5月時点)～未就園の子どもとママ
会費:つどいのひろばメンバーズ登録料2,000円
　　　月会費3,000円
月3回火曜日10:30～12:00開催(原則)

Ma-Rin CLUBへの参加は体験会に参加された方が優先と
なります。まずは体験会にお申し込みください。

体験会内容 (参加費無料・両日とも内容は同じです )
おやこ遊び (ごあいさつ・手遊び・読み聞かせなど )
先輩ママに聞いてみよう !
事業概要説明・質疑応答
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4/3(火)
10:30～12:00

4/19
(木)
「新年度
　　　おめでとうの会」

翌日からはGW突入、というご家庭も多いこの時
期。GWの後半には、端午の節句もあります。
こいのぼり型の色画用紙に、クレパスやシール、マ

スキングテープなどで飾って、
世界に一つだけのこいのぼりを
親子で作りましょう。
持ち帰ったら、おうちの五月人形
と一緒に飾っていただけるとステ
キですね。初節句を迎える方も、
今のお子さんの記念にぜひどうぞ。

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）

4/27
(金)

工作「こいのぼり」

　温かくなって、 春がやってきました。 幼稚園や保育園・
小学校は入園・入学式が終わって、 ほっと一息つく時期
になりますね。 この日は Rin のおうちでも新年度をお祝い
してイベントを行います。 手遊び・読み聞かせの他に、
歌やペープサートを楽しんだら、 親子で紙皿レリーフを作
ります。 手形や、 お子さんの描いた絵・シール遊びなど
を紙皿に貼って、 リボンを通せば、 紙皿レリーフの出来
上がり。 新年度の記念にお持ち帰りください。 思い思い
のレリーフが出来たらみんなで写真も
撮りましょう。 ぜひお越しください。

【プログラム】
ごあいさつ
手遊び・歌
読み聞かせ・ペープサート
製作 (紙皿レリーフづくり )

平成30年度もどうぞ
　　　　よろしくお願いします
　　　　Rin のおうちは、 主に未就園児とそのご家族の居場所づくりや
仲間づくり、 遊びを提供する場として 「つどいのひろば事業を
実施しています。 年度が代わり、 それぞれのご家庭の生活も、
変化していく 4月。 これからも、 この町で 「子どもも親も
Happy! な子育て」 ができることを願って、 多様な子育てに応
じた 「あなたらしい子育て」 を応援していきます。
新しい年度になっても、 NPO法人ファミリーステーション RIn
と 「Rin のおうち」 をどうぞよろしくお願いします。

平成30年度もどうぞ
　　　　よろしくお願いします
　　　★メンバーズカードの「有効期限」に

　　　　　　　　　　ご注意ください★
「つどいのひろば」 がお得に利用できて、 様々な特典もある
「つどいのひろばメンバーズ」 にご登録いただいている方は
メンバーズカード下方にある 「有効期限」 をご確認ください。
特典が受けられるのは、 記載してある月の末日までとなります。
有効機嫌が過ぎた場合、 特典が受けられませんので、 更新を
お願いします。
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4/4(水) 4/11(水) 4/18(水) 4/25(水) 

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
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-April- ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

出張ひろば 自由利用  子育てひろば 10：00〜15：00

つどいのひろば
10：00〜15：00 200 ￥
工作「こいのぼり」11:00～11:30

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「親子でヨガを楽しもう」10：30〜11：30 100￥
自由利用  子育てひろば 12：00〜15：00出張ひろば

ヤクルト

※バックのグレー表示は事務局閉局日です。

貸切利用

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥

ポレポレ

ポレポレ

ヤクルト

＜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＞
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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

イベント 無料￥予約制 「Ma-Rin CLUB体験会」 10：30〜12：00

 「親子リズムあそび」 11：00〜11：30

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出張ひろば

つどいのひろば
10：00〜15：00 200 ￥

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

貸切利用

貸切利用

ぼらりん 無料￥「30年度KICK OFF」 10：00〜11：00登録制

 「新年度おめでとうの会」 11：00〜11：30

貸切利用


