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【4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

 11 日　新年度おめでとう 12日   
 18 日　                19 日  サーキット　
 24日　工作こいのぼり  25 日  工作こいのぼり　 ※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

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。

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

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。

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。

「おやこリズムあそび」

Ma-Rin CLUB 体験会4/2(火)
10:30～12:00

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。

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

わらべうた
で育脳

わらべうた
で育脳

3/6(水) 3/13(水) 3/20(水) 3/27(水) 

ほっとサロン
ねんね

ほっとサロン
ねんね子育て

ひろば
子育て
ひろば
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3/8
(金)

11:00～11:30（予約不要）
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。

　　　　　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♪

「みんなでハイハイ」3/14
(木)

　　　　　ハイハイは手と足を使ってお腹を持ちあげる全身運動で
す。たっちやあんよをするまでにハイハイをたくさんするといいと言
いますが、歩き始めてからでもハイハイの動きを取り入れると、子
どもにとってもいい運動になるそうです。
　Rin のおうちでみんなでたくさんハイハイを
して遊びましょう。ちょっと大きくなった子は
坂道やでこぼこ道も、ハイハイを楽しみまし
ょう。たくさん集まったら、最後はみんなで
「よーいどん !」もしましょう。

3/22
(金)

「一年
　おつかれさま会」

　　　　　今年度最後のつどいのひろばは、みんなでお疲れさま
会をします。春の歌を歌ったり、春のお話を聞いたあと、手形を
押した「がんばったね」メダルを作りましょう。
幼稚園や保育園に入園するお友だちとママに、そしてRin のおうち
に遊びにきてくれたすべての皆さんに「ありがとう!」の気持ちを
込めて、みんなで楽しくすごしたいと思います。

予約制

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♪

参加費 :無料　定員 :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

2019 年度Ma-Rin CLUB
Ma-Rin CLUBは年間登録制のおやこサークルです。
参加するには、事前申込が必要となります。

開催日:月3回火曜日　時間 :原則として10:30 ～12:00
実施場所 :Rin のおうち、他
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
定　員:15組
参加費 :月会費3,000 円、年会費2,000 円 (※1)
       入会金 1,000 円 (※2)
※1　年会費は「つどいのひろばメンバーズ」 登録料です
※2　7月までに入会される方は不要です

3月26日 (火 )12:00 ～ Rin のおうちへ電話または来所で
お申込みください。Ma-Rin CLUB の新規入会は、体験会
へ参加された方が優先となります。

つどいのひろばアンケートを実施します。

来所の際はぜひご協力をお願いします。

あなたの声を
聞かせてください

募集要項

申込方法

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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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＞
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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。
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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

つどいのひろば 10：00〜15：00 200 ￥出張ひろば

予約制  Rinのおうちのなつまつり10：00〜12：30

貸切利用

交流イベント

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

￥ こども 400

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

10：00〜15：00        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

ヤクルト

ポレポレ

登録制  親子ビクス 9：30〜11：00※日進市スポーツセンター

登録制  卒会式 10：30〜12：00

貸切利用

10：00〜15：00 200  ￥

10：00〜15：00
ミニ「おやこリズムあそび」11:00～11:30

200 ￥

つどいのひろば ポレポレ

10：00〜15：00 200 ￥

Ma-Rin CLUB 登録制  卒会製作 10：30〜12：00

予約制  出張講座「わらべうたで育脳」 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

ミニ「お疲れさま会」11:00～11:30

200 ￥

自由利用  子育てひろば 10：00〜15：00出張ひろば

つどいのひろば 予約制  Ma-Rin CLUB体験会 10：30〜12：00
12：30〜15：00　※体験会参加者とメンバーズのみ利用可

 子育てカルタをつくろう 11：00〜12：00

ミニ「みんなでハイハイ」11:00～11:30


