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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

No.98 2019年 2月号

【3月のつどいのひろば予定】※予定は変更になる場合があります

  7 日　　　　　 　　　  8 日  リズム 
 14 日　                15 日  　　
 　　 　　　　　　　　　22日　一年お疲れ様でした会

※変更になる可能性があります

つどいのひろばミニイベント
予約不要で参加できるイベントのご案内です

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。

地域交流イベント
春を祝う
プリザーブドフラワー
アレンジメント

2/22(金)
10:15～12:00

　　桃の節句に合わせて飾れるプリザーブドフラワーのアレ
ンジを作りませんか？お雛様のとなりに飾っても、 お雛様の
代わりに見立てて飾ってもいいですね。
　春に門出を迎える方へ手作りのプレゼントにも素敵です。
参加費 :メンバーズ 1500 円
　　　  ビジター (一般 )1700 円
持ち物 :はさみ、持ち帰り用の紙袋
グルーガンをお持ちの方はご持参ください

講　師 :田中　加奈さん
託　児 :無料　別室託児
　　　※交代託児で実施します

参加費(お茶・焼菓子付き)

「おしゃべりカフェ」「おしゃべりカフェ」
つどいのひろばメンバーズ 400円

ビジター（一般）・・・・・・ 600円

10:30～12:00

ゲスト
スピーカー

参加費

11/22
(木)

防災にも・離乳食にも・時短にも!!

参加費

@qtp0505l

はじめました!

友だち登録
お願いします

さわってあそぼう

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

11/8
(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。
9/6のおしゃべりカフェ「幼稚園・
保育園ってどんなところ？」に来て
くれたママもいます。
よければ話しかけて見てくださいね。

受付中

パッククッキング体験会
日進市防災推進委員
　杉浦　英子さん

一つのお鍋で一度にたくさんの料理ができるパ
ッククッキングについて教えていただきます。
いざというときの防災のはなしも交えながら、
パッククッキングのポイントについて学びましょ
う。当日はパッククッキングで作った料理の試食があります。
★食物アレルギーをお持ちの方は、ご相談ください。

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。
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ほっとサロン
ハイハイ

ほっとサロン
ハイハイ

子育てひろば子育てひろば

離乳食完了期
のおはなし

離乳食完了期
のおはなし

2/13(水) 2/20(水) 2/27(水) 

ほっとサロン
ねんね

ほっとサロン
ねんね

　　　　　　手指は「第2の脳」とも言われていて、ものを触るこ
とは子どもにとって固さ、温度、触り心地などさまざまな刺激を与
えてくれるそうです。今回は普段あまりさわり慣れていないものさ
わって楽しむ「感触あそび」をしましょう。
汚れてもいい服装でお越しください。
エプロン、着替え、タオルも忘れずに
お持ちください。
※材料費100円が別途必要です
※大豆製品を使用します。アレルギーにご留意ください。

工作「ゆきだるまカード」

★2/6の出張ひろばは西部福祉会館での開催です★★2/6の出張ひろばは西部福祉会館での開催です★

「ちいさなかぶ」が
　　　　　とれるかな？
「ちいさなかぶ」が
　　　　　とれるかな？

2/14
(木)

1月に「ぼらりん」のみんなとまいたラディッシュのタネの
ようすをみんなで観察しましょう。
もしかしたら、小さなラディッシュが収穫できる…かもしれ
ません。
「ちいさなかぶ」ならぬ
みんなで 「おおきなかぶ」
のおはなしを聞いたり、
ラディッシュのお世話を
したりして過ごしましょう

Ma-Rin CLUB
体験会

　　　　青や黒の色画用紙の上に可愛
い雪だるまがついたカードを作りましょ
う。
白いえのぐをゆびに付けて、てんてんてん
と雪も描いたらカードの完成です。可愛
いカードができたらおうちに飾ってくだ
さいね。

Rin の親子サークルMa-Rin CLUBは今度の春で 9年目 !
親子で楽しむ教室と、ママのためのリフレッシュ講座をセッ
トにして開催しています。月3回、火曜日の開催です。
2019年度入会希望者の方に向け、体験会を実施します。
4月から、どんな風に過ごそうかな～？
何か新しいこと始めたいなぁ～。
と考え中の方はぜひどうぞ♪
RIn のおうちで楽しく一年過ごしましょう!

参加費 : 無料　予約制 2/15～受付開始　定員 :各 10組
内　容 :Ma-Rin CLUB の説明、 手遊び・歌遊び体験、
　　　 先輩ママに聞いてみよう
対　象 :2019 年 5月の時点で 6ヶ月～おおむね 2才まで
　　　 の子どもとママ
★2/15 支援センターのサークル PR会にも参加します★

3/26(火)
10:30～12:00

4/2(火)
10:30～12:00

2/8(金)
11:00～11:30

2/21(木)
10:30～11:30

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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ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

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

※バックのグレー表示は事務局閉局日です。

ポレポレ

＜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.98

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

出張ひろば

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。

つどいのひろば

つどいのひろば 10：00〜15：00

ヤクルト

Ma-Rin CLUB

ヤクルト

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

つどいのひろば

12：30〜15：00         ※プリザ参加者は不要200 ￥

つどいのひろば

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出張ひろば

Ma-Rin CLUB

つどいのひろば

ヤクルト

ポレポレ

登録制  親子英語あそび 10：30〜12：00

登録制  おこしものづくり 10：00〜12：00

貸切利用

10：00〜15：00 200  ￥

10：00〜15：00
工作 10:30～11:30

200 ￥

つどいのひろば
ポレポレ

10：00〜15：00 200 ￥

ぼらりんのいる日～「小さなかぶ」がとれるかな？ 10：30〜11：30

Ma-Rin CLUB 登録制  ママランチ会 11：00〜13：00

予約制  出張講座「離乳食完了期のおはなし」 10：30〜12：00
自由利用  子育てひろば 12：00〜15：00出張ひろば

貸切利用

貸切利用

貸切利用

春を祝うプリザーブドフラワー 10:15～12:00 ￥ 1500/1700 

10：00〜15：00 200  ￥
さわってあそぼう 10：30〜11：30

200 ￥

産サポの「わ」広げよう2018 10：00〜12：00　にぎわい交流館にて
300/ペア割あり ￥


