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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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【11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

                           1日    
  7 日 　                  8 日  ミニふれあいあそび 　
 14 日 ミニリズム　　     15 日  
 21 日 　　　　　　　　　 22 日 ミニ大きな紙
 28日 カフェ絵本　　　　 29 日 　　

※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。

「サーキットあそび」10/3(木)
11:00～11:30

「ボールであそぼう」10/18(木)
11:00～11:30

LINE

　　　　　　　  オレンジ色のカラフルな紙コップ
を使って、 ハロウィンのバッグを作りましょう。
かぼちゃおばけの顔を作って、 反対側にもおばけ
やコウモリ、 クモなどなど…ハロウィンの飾りを
つけます。
お友だちとハロウィンパーティーを
するときに持って行ってね。
お菓子を入れて飾るのもいいですね。

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

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。

「工作　ハロウィン」10/24(木)・25(金)
11:00～11:30

25 日はママさんカイロプラクターによる 「5分で整
う骨盤調整」 の無料施術もあります。 (当日先着順 )

　　　　　　Rinのおうちにあるいっ
ぱいのボールを使ってあそびます。的
にいれたり、ボールプールで遊んだ
り。ボールを握る、転がす、投げるな
どの動きを体験しましょう。

10/5(土)
10:00～14:30

みんなで子育て
にこニコフェスタ

10/5 はナゴヤハウジングセンター日進梅森会場へ !
当日は入場無料・予約不要ですが、 講座のみ事前受
付か当日整理券が必要となります。
●分かりにくいお金のはなしをクイズ形式で楽しく教
　えてくれる FPさんのお話
●どんどん増える子ども用品の収納法
●「ママのからだも労わってね」 とやさしさの伝わ
　るヨガの先生の講座
があります。 ご希望の方は、 早めのご予約がおスス
メです。

10/2(水)
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ほっとサロン
よちよち

ほっとサロン
よちよち

子育てひろば子育てひろば

子育て
ひろば
子育て
ひろば

10/16(水)10/23(水)10/30(水)10/9(水)

ほっとサロン
ハイハイ

ほっとサロン
ハイハイ

ほっとサロン
ねんね

ほっとサロン
ねんね

骨盤美人
体操

骨盤美人
体操
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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!

　　　　　ハイハイ～あんよのできる子まで楽しめま
す。でこぼこした道やくにゅくにゅ、ぷちぷちした道
など普段あまり触れることのない感触の道を歩いた
り、ハイハイしたりして楽しみます。
　しっかり歩ける子は固いマットの
上でバランスを取りながら歩くこと
も楽しみましょう。

「幼稚園保育園って
どんなところ？」

10/11(金)
11:00～11:30

　　　　　ふぁまっぷ秋号も入園についての特集が組
まれていますが、10月になると次年度の準備が始ま
る季節です。
Rinの子育てボランティア「ぼらりん」を中心に、子
どもが幼稚園や保育園に通うと、
ママの生活はどんなふうに変わるの？
園児の生活はどんな感じ？
今通ってる園はどうやって探
したの？…などなど
みんなでお話しませんか？
プレに通っているお母さん、
プレの話を聞きたいお母さん
も大歓迎。
今、幼稚園や保育園に通う子ども
のいるお母さんもお待ちしています。
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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.106

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「サーキットあそび」11:00～11:30

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  ￥

10：00〜15：00 200 ￥

Ma-Rin CLUB 登録制  遠足(愛知牧場) 10：30〜12：00

予約制  出張講座「骨盤美人体操」 10：30〜11：30
自由利用  子育てひろば 12：00〜15：00出張ひろば

水のりを使ってみよう　11:00～12:00

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 

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

つどいのひろば

つどいのひろば ヤクルト10：00〜15：00 200  ￥
ミニ「工作(ハロウィン)」11:00～11:30

ヤクルト

ポレポレ

貸切利用

Ma-Rin CLUB 登録制  秋のクッキング 10：00〜13：00

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  ￥

10：00〜15：00 200 ￥

Ma-Rin CLUB 登録制  ハロウィンパーティー 10：30〜12：00

ミニ「ボールあそび」11:00～11:30

10：00〜15：00 200  ￥
ミニ「工作(ハロウィン)」11:00～11:30

ぼら「幼稚園・保育園ってどんなところ？」11:00～11:30

にっしんの子育て 見る・聞く・知る・つながる・体験する　みんなで子育て にこニコフェスタ
10:00～14:30　　場所:ナゴヤハウジングセンター日進梅森会場

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 よちよち」10：30〜11：30

100 ￥

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


