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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

【6月のつどいのひろば予定】【6月のつどいのひろば予定】

は、10:30～12:00まで
　「ぼらりん」さんがいます
は、10:30～12:00まで
　「ぼらりん」さんがいます
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5/10
(木)
「おやこリズムあそび」

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）

　　　　　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♪
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「ようこそRinへ
　北東地区のみんな集まれ～」

　Rinのおうちで新しい友だちの輪作りはじめませんか？
日進の北東地区に住んでいるみなさん、一緒に集まってお話し
しましょう。
　日ごろお出かけするお店の話、近い病院やおススメのスポッ
トなど、みんなでお話しして情報交換しましょう。
北東地区の範囲について
はゴミ収集カレンダーの
収集地区を参考にしてい
ます。北東地区以外の方
も参加できます

 7 日 (木 ) ミニ　おはなし会

 8日 (金 ) ミニ　サーキット

14日 (木 ) ミニ　工作　「　　　　　　　　　」

15日 (金 ) ぼらりんの日

21日 (木 ) 

22日 (金 ) カフェ「我が家のトイレトレーニング」

「いっしょにあそぼ
　　　　(ころころコース)」

　首すわり～寝返りくらいまでの赤ちゃ
んとお母さんが対象です。わらべうたや
ふれあいあそび、抱っこを通して子ども
といっしょに体を使って遊びましょう。
　体を触ってあげることや、手足を優しく
曲げ伸ばしすること、ときどき抱っこの仕
方を変えることで不安定さを味わうことは、
赤ちゃんの体を作るヒントになりますよ。

「ぼらりんの日」5/

(金)　　　　　5月から月に1回程度、Rinの子育てボランティア
　　　　「ぼらりん」のみなさんがつどいのひろばに協力し
てくださることになりました。
「ぼらりん」の皆さんは、親子サークルの参加者やつどいの
ひろばの常連さんで、Rinのおうちを良く知っている人や子育
て支援に関心のある方たちです。
　専門家に聞くほどではないちょっとし
た相談事や地域の先輩ママだからこそ
知っている情報など、ぜひお話ししてみ
てください。
「ぼらりん」さんのいる時間は10:30
～12:00、ときどきイベントなども開催
する予定なのでチェックしてくださいね。

有効期限をご確認ください有効期限をご確認ください
「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。 有効期限が過ぎた場合、 特典が受けら
れませんので、 更新をお願いします。

つどいのひろばメンバーズカード

登録料 　:2,000 円
有効期限 : 発行日より 1年間
特 典    : つどいのひろば利用料無料
　　　　　各種イベントで割引有
　　　　　入口 SHOP、 Rin のおうち貸切

5/18
(金)

5/24
(木)

5/17
(木)

「ぼらりん」さんは、Rin のおうちを良く知っている幼稚園や
小学生の子どものいるママたちです。1人で来ても大丈夫♪
　専門家に聞くほどではないちょっとした相談事や地域の先
輩ママだからこそ知っている情報など、
ぜひお話ししてみてください。
　ぼらりんさんがいる日には、ときど
きイベントなども開催する予定なので
チェックしてくださいね。
※お弁当を事前注文することができます。
　スタッフにご確認ください。

【6月のつどいのひろば予定】
7日　　
8日　　ミニ　サーキット
14日　 ミニ　工作
15日　 ぼらりんさんのいる日
21日　 ミニ　おはなし会
22日　 カフェ 「我が家のトイレトレーニング (仮 )」

※変更になる可能性
　があります

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

予約制



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

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

木

5 2018
-May-

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

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 ￥

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

予約制  出張講座「離乳食完了期のおはなし」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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カレンダーの見方カレンダーの見方
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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

予約制  ほっとサロンよちよち 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

Ma-Rin CLUB 登録制  入会式 　10：30〜12：00

 おやこリズムあそび 11：00〜11：30

Ma-Rin CLUB 登録制  畑に苗を植えよう　10：30〜12：00

出張ひろば

ヤクルトつどいのひろば
10：00〜15：00 200 ￥

  ぼらりん 10：30〜12：00

ポレポレつどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥

Ma-Rin CLUB 登録制  ヨガを楽しもう　10：30〜12：00

貸切利用

貸切利用

  ようこそRinへ(北東地区) 11：00〜11：30

  いっしょにあそぼ(ころころ) 11：00〜11：30

予約制  ほっとサロンハイハイ 10：30〜12：00

貸切利用


