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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/
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No.104 2019年 8月号

【9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

  5 日 ふれあいおそび　 　 6日   
 12 日 　　　　　　　  　13日 お月見団子をつくろう  
 19 日 リズムあそび　     20 日  
 26 日         　　　　　 27日 スタンプあそび　

※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

参加費(お茶・焼菓子付き)

11/22
(木)

@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。

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。

8/1(木)・2(金)
10:30～12:00

「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
参加費

LINE

　　　　　　　

8/24(土)
10:30～12:00

これまで通り、Rin の開所時間中に電話でお申し込みく
ださい。留守番電話への録音では予約受付出来ません
のでご了承ください。

Rin の LINE@を友だち追加してください。メッセージ送
信画面から、「参加を希望するイベント、参加される方
の名前、お子さんの名前・年 (月 )齢」を送信してくだ
さい。Rinからの返信を以って受付完了となります。

rin@npo-rin.orgにメールでお申し込みください。メー
ルのタイトルには「【イベント名】参加申し込み」とし、
本文に「参加される方のお名前、お子さんのお名前・
年 (月 )齢、当日の朝連絡の取れる連絡先」を記入し
て送ってください。Rinからの返信を以って受付完了と
なります。

キャンセルのご連絡は電話または LINEでお願いします。
キャンセル待ちについてはイベントごとでご案内します。
先着順のものにつきましては、 Rin の受信時間となります。

ご予約方法が変わります

Rinのおうちのお庭にビニールプールを出して、みんなでぱちゃ
ぱちゃ、水あそびをしましょう。入れなくても大丈夫。足の先
だけ、手だけでもちょっと涼しくなれますよ。1グループ20分
程度の入れ替え制です。
持ち物…水着、水あそび用パンツ、タオル、着替え

やり方見つけようラフターヨガで

ご予約は LINE でどうぞ
LINE@の場合は、 メッセージ送信画面から 「参加を希望す
るイベント、 参加される方の名前、 お子さんの名前・年 (月 )
齢」 を送信してください。 メールの場合は件名を 「【イベ
ント名】 参加希望」 とし、 本文に 「参加される方の氏名、
お子さんの名前・年 (月 ) 齢」 を送信してください。 キャ
ンセルされる場合もご連絡をお願いします。

「水あそび」
予約制 定員 各日12組

地域交流イベント
Rinのおうちのなつまつり

　　　　　　毎年恒例のなつまつりです。流しそうめん、
　　　　　　スイカ割りゲーム、かき氷チャレンジ、ふう
せん釣り、工作コーナーなどなど…ご用意してお待ちして
います。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600円3歳～小学生400円、
　　　　0～2歳100円
　　　　※メンバーズは総額から100円引き
持ち物…お茶・お椀・お箸・日よけ・虫よけ等

8/8
(木)

おやこがhappyに
おっぱいを卒業するには？

ゲスト
スピーカー 助産師　市川みどりさん

「今年の秋ごろまでに卒乳を」 と思っている
方、 助産師さんの話を聞いて一緒に考えてみ
ませんか？親も子も満足して授乳 life を終える
には、 どんなことに気を付ければいいか、
聞いてみましょう。

予約制

大人の方も濡れてもいい服装・
帽子着用でお越しください。
足元はサンダルなどがおススメで
す。
※雨天・荒天時、低温の場合は
当日中止になることがあります。

8/30(金)
10:30～11:30 「えのぐであそぼ」

定員 12組

大きな紙に筆やハケ、ローラーなどを使って
絵の具で描いちゃおう!色を混ぜるとどうなるかな？
絵の具の感触は？
手や足もステキな画材になりますよ。
持ち物…汚れてもいい服装(親子共)、
　　　　タオル、着替え等

8/22～予約 定員 45名

8/22(木)
10:30～11:30

「トイトレグッズ」
みせてください

おしゃべりカフェでも「おむつはずし」の
話をしましたが、もうちょっとフランクに
先輩ママたちはどんなグッズを使っていたか、
見せてもらう企画です。おむつを卒業した
人も、これからの人も大歓迎!予約不要です。
Rinの子育てボランティア「ぼらりん」も参加します。
「5分で整う骨盤調整」無料施術もあります。(当日先着順12名)

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

子育てママが知って
おきたいお金の話
子育てママが知って
おきたいお金の話

8/7(水) 8/21(水) 8/28(水) 
ほっとサロン

ねんね
ほっとサロン

ねんね
A
M
A
M
P
M
P
M

8/22～予約

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

6/8
(金)

「いっしょにあそぼ」
　サーキットであそぼ!
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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 12：00〜15：00

※バックのグレー表示は事務局閉局日です。

＜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.104

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

予約制  Rinのおうちのなつまつり10：30〜12：00

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。

￥ 表面参照

つどいのひろば

自由利用  子育てひろば 10：00〜15：00出張ひろば

ヤクルト

ポレポレ10：00〜15：00 200 ￥

つどいのひろば

つどいのひろば

ヤクルト

ポレポレ

10：00〜15：00 200  ￥

つどいのひろば

つどいのひろば

ヤクルト

ポレポレ

10：00〜15：00 200  ￥

10：00〜15：00 200 ￥

ミニ「水あそび」10:30～12:00

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

つどいのひろば

ヤクルト

ポレポレ

10：00〜15：00 200  ￥

12：00〜15：00 200 ￥

Ma-Rin CLUB

予約制

登録制  七夕工作 10：30〜12：00

予約制  出張講座「ママが知っておきたいお金の話」 10：30〜12：00
自由利用  子育てひろば 12：00〜15：00出張ひろば

ほっこりひろば　10:30～12:00

ミニ「工作　七夕飾り」11:00～11:30

ミニ「水あそび」10:30～12:00予約制

貸切利用 ファミリーステーションRin 0561-74-1080 

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  ￥

ポレポレ10：00〜15：00 200 ￥
ミニ「えのぐであそぼ」10:30～11:30予約制

つどいのひろば ヤクルト10：00〜15：00 200  ￥
ぼらりん「トイトレグッズみせてください」10:30～12:00

ヤクルト

ポレポレ

貸切利用

予約制  カフェ「happyにおっぱいを卒業するには？」10：30〜12：00 400/600 ￥

 ※カフェ参加者は利用料不要

100 ￥

予約制  「聞きたい!知りたい!子育てサポート講座」沐浴実習10：30〜12:00
500 ￥

予約制  「ほっとサロン ハイハイ」10：30〜11：30

100 ￥


