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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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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。

9/5(木)
11:00～11:30

　　　　　　　

9/13(金)
10:30～12:00

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

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。

「おやこリズムあそび」
予約制 定員 12組

地域交流イベント

お月見団子をつくろう
　　　　　　9/13は中秋の名月。今年もお月見団子を
　　　　　　みんなで作りませんか？
お団子をこねて、丸めて、蒸します。蒸している間には
お月見の絵本やお話を聞きましょう。
出来上がったらみんなで味見もします。
粘土あそびのような手の動きや、感
触あそびにも通じるものがあります。
楽しくておいしいお月見団子づくり、
ぜひどうぞ。

9/19(木)
11:00～11:30

つどいのひろばでも、お昼ご飯の前と帰りの少し前にみん
なで手遊びをしていますが、手遊びやふれあいあそびは道
具もいらないし、どこでもできるの

「おやこでたっぷり
　ふれあいあそび」

9/27(金)
11:00～11:30 たんぽやトイレットペーパーの芯、ペットボ

トルのキャップなど身近なものを使って、ぽ
んぽんスタンプを押して遊びましょう。スタ
ンプ台の代わりにえのぐを使いますので、汚
れてもいい服装でお越しください。
スタンプを押した作品は持ち帰って飾ってく
ださいね。

「スタンプあそび」

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♪

でいくつか覚えておくと子ども
をあやしたりするのにも役立ち
ます。この日はいつもよりたく
さんふれあい遊びをしますよ。
子どもと一緒に楽しく遊びま
しょう。

予約制 定員 12組

10/5(土)
10:00～14:30

みんなで子育てにこニコフェスタ

にっしんの子育て　
見る・聞く・知る・つながる・体験する

10/5はナゴヤハウジングセンター日進梅森会場へ!
にっしんの子育てイベント大集合!コンサートや鳴子お
どりなどの<ステージイベント>、FPや整理収納アドバ
イザー等による<子育て講座>、ワークショップや販売
などのある<マルシェブース>など、「日進で子育てす
るのって、楽しいかも!」とニコニコして実感できるイ
ベントです。
参加費無料(マルシェブースは別途有料)、予約不要(子育
て講座は一部予約と整理券による当日受付、定員になり
次第〆切)です。詳しくは別途チラシ、Rinのブログ、
FB、まちミル博覧会のHP(9/1～)等でご確認ください。

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

ママと子ども
の防災

ママと子ども
の防災

9/4(水) 9/11(水) 9/18(水) 9/25(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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ひろばdeたくじ
つどいのひろば実施日にお子さんをお預かりする「ひろばdeた
くじ」を行っています。お友だちとのランチ
やリフレッシュ、子どもを連れて行きにくい
場所への用事やごきょうだいの園・学校行事
等、遊び慣れたRinのおうちで、いつもの
スタッフがお預かりします。
詳しくはスタッフにお尋ねください。

利用してみませんか？

【10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

  3 日 サーキットあそび 　 4 日  
 10 日 　　　　　　　  　11日   
 17 日 　　　　　  　     18 日 ボールあそび   
 24 日 工作 (ハロウィン )　25日 工作 (ハロウィン )
 31 日

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

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.105

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

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

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 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「リズムあそび」11:00～11:30

予約制  「ママと子どもの防災」 10：30〜11：30
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 ヤクルト

ポレポレ

12：00〜15：00 200 ￥

Ma-Rin CLUB

予約制

登録制  避難訓練・消防署見学 10：30〜12：00

ほっこりひろば　10:30～12:00

ミニ「工作　七夕飾り」11:00～11:30

貸切利用 ファミリーステーションRin 0561-74-1080 

つどいのひろば

つどいのひろば

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

Ma-Rin CLUB 登録制  野菜スタンプであそぼう 10：30〜12：00

貸切利用

ヤクルト10：00〜15：00 200  ￥
ミニ「おやこでたっぷりふれあいあそび」11:00～11:30

10：00〜15：00 200 ￥

10：00〜15：00 200  ￥
ミニ「スタンプあそび」11:00～11:30

予約制  「お月見団子をつくろう」10：30〜12：00 200/400 ￥
 ※お月見団子参加者は利用料不要

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」10：30〜12：00

100 ￥

自由利用  子育てひろば 10：00〜15：00出張ひろば 「子どもへの伝え方についてみんなで話そう」11：00〜12：00

出張ひろば

つどいのひろば ポレポレ10：00〜15：00 200 ￥

つどいのひろば

Ma-Rin CLUB 登録制  スクラップブッキング 10：30〜12：00

自由利用  子育てひろば 12：00〜15：00
予約制  「ほっとサロン ねんね」10：30〜12：00

ヤクルト

ポレポレ


