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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.91 2018年 7月号

7/5
(木)

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）
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離乳食
完了期
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7/4(水) 7/11(水) 7/18(水) 7/25(水) 

ほっとサロン
ねんね

ほっとサロン
ねんね【8月のつどいのひろば予定】　

 2日　ミニ　水あそび　　  3 日　ミニ　水あそび
23日　ミニ　工作　　　  24 日　　
30日　　　　　　　　 　 31 日　カフェ　絵本

※変更になる可能性があります 子育て
ひろば
子育て
ひろば

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

6/15
(金)

「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。
　
※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。

地域交流イベント

頭皮と髪のセルフケア講座
自分でできる!スッキリする! 予約制

スッキリして気分転換にもなるセルフヘッド
マッサージのやり方を学んで、暑い夏を元気
に、さわやかに乗り切りましょう!
癒しのアロマのお話しと、ヘッドマッサージ
に使えて、抜け毛予防やツヤ髪効果も期待
できるオリジナルアロマウォーターのクラフ
ト体験付きです♪

参加費 : メンバーズ 1,500 円 / ビジター (一般 ) 1,700 円
託児代 : 未就園児1人1,000 円 (園児・小学生は要問合せ)
持ち物 :スタンド式鏡
講　師 :紀平佐緒里さん (サロンmjukaオーナー)

7/27(金)
10:30～12:00

「ようこそRinへ
　北西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？
日進の北西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。

北西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。北西地区以外の方も参加できます

7/13
(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♪

7/19
(木)

7/20
(金)

「水あそび」

　暑くなってきたら、やっぱり水あそびが一番 !
Rin のおうちのお庭にビニールプールを出して
ちゃぱちゃぱ、ばしゃばしゃ、水あそびをしま
す。お水が怖い子は手や足でちょっとさわって
みるだけでも大丈夫です。初めての水あそびデ
ビューにもどうぞ。
持ち物 : 水あそび用パンツまたは水着、タオ
　　　　ル、着替え
ママの足元は濡れてもよいサンダルなどがおススメです。
たくさんお越しになった場合は入場制限をすることがあります。

※雨天・荒天・低温時は予告なく
　中止することがあります。

8/25(土)
10:00～12:00

Rinのおうちの
　　　　　なつまつり

　毎年恒例 !流しそうめんと縁日ごっこで楽しみましょう♪
大学生のお兄さん・お姉さんたちも遊びに来ます。夏の終わり
にぜひ、ご家族でどうぞ♪主な対象は、未就学児です。

参加費 :大人　メンバーズ 500 円 /ビジター (一般 )600 円
　　　 子ども 400 円 (2歳児以下は無料 )
持ち物 :お椀、お箸、水筒、虫よけ、日よけ
内　容 :流しそうめん、すいか割り、風船釣り、ボールすくい、
　　　 かき氷チャレンジ、絵本の即売会等

※なつまつりは7/20～予約受付開始します。

8/31(金)
10:30～12:00 絵本の読み方・選び方

絵本のプロに聞く !

「おしゃべりカフェ」「おしゃべりカフェ」

予約制

予約制

★詳細はチラシまたはブログでご確認ください★

予告

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
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7 2018
-July- 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

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。

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＞

fromRin No.91

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

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

Ma-Rin CLUB 登録制  水あそび 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 ￥

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥

Ma-Rin CLUB 登録制  ハーバリウム講座 10：30〜12：00

  おやこリズムあそび 11：00〜11：30

  水あそび 11：00〜11：30

貸切利用

予約制  頭皮と髪のセルフケア講座10：30〜12：00

貸切利用

  水あそびのおもちゃを作ろう11:00～12:00

交流イベント

Ma-Rin CLUB 登録制  七夕工作 10：30〜12：00

  ようこそRinへ!北西地区のみんな集まれ～! 11：00〜11：30

10：00〜15：00 200 ￥
  水あそび 11：00〜11：30

ポレポレ

おかあさんが楽になる子育てのヒント10:30～11:30 ￥ 800
  問合・申込 pepin(ぺパン)近藤　090-42513999 niaknkai@gmail.com 　

貸切利用
＜利用料あり＞
一般の方が貸切利用で
実施するイベントで、参
加者を募集しているもの
です。

7/7(土 )　にっしんわいわいフェスティバル
　　　    出展してます


