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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.111 2020年 3月号

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)

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)

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。

LINE

やり方見つけようラフターヨガで

ご予約は LINE

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。
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ほっとサロン
ハイハイ
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入園前の
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3/4(水)3/4(水) 3/11(水)3/11(水) 3/18(水)3/18(水) 3/25(水)3/25(水)

でどうぞ

【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

  9 日  新年度おめでとう  10 日   
 16 日 　　　　 　　　    17 日
 23 日  工作　　　　　　  24 日  工作  　　 
 ※4月からのつどいのひろばは月 6回程度になります。

アンケートにご協力ください

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

3/19(木)
11:00～11:30

「手形メダルを作ろう」
　　　　　2019 年度最後のつどいのひろばです。
「1年間お疲れさま」 と入園される
皆さんのお祝いを兼ねて手形メダル
を作りましょう。
入園前の最後の記念になる子も一年の
成長の記録になる子もどちらのお越し
もお待ちしています。
久しぶりに来る方も大歓迎。 この一年で大きくなっ
た子ども達の成長をみんなでお祝いしませんか？

3/6(金)
11:00～11:30

「おやこリズムあそび」
　　　　　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♪

予約制 定員 15名(子ども)

　　　　　　3/13(金)
11:00～11:30

　　　　　　クレヨンを使って、みんなで1枚の
大きな紙に絵を描きましょう。
今月はみんなでお花畑を作ります。
大人も子どもも思いっきりぐしゃ
ぐしゃ描きましょう。
おうちではなかなか思いっきり描かせてあげら
れないなぁ…という方はぜひこの機会にどうぞ。

「大きな紙に絵をかこう」

1 年間
お疲れさま !

Ma-Rin CLUB
体験会

3/31(火)
10:30～12:00

予約制(2/26 12:00～受付開始)

　Ma-Rin CLUBは今度の5月で10年目を迎える、
Rinの親子サークルです。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。
2020年度入会希望者の方に向け、
体験会を実施します。
新年度を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 (メンバーズ・ビジター共 )
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 :2020 年 5月の時点で 6ヶ月～未就園の子どもと
　　　 その保護者

4/14(火)
10:30～12:00

2020 年度のMa-Rin CLUB 入会にあたっては、 体験会参
加後に別途申込みが必要です。
Ma-Rin CLUB の詳細・募集要項についてはリーフレット
をご用意していますのでスタッフにお声かけください。

定員 10名(各日)

愛知淑徳大学 健康医療科学部 健康栄養
学科のアンケート調査に協力してくださ
る方を募集しています。
2歳半から 3歳の子がいる保護者の方で、
ご協力いただける方は 3/19( 木 )11:00
～ 13:00 に Rin のおうちにご来所くだ
さい。 興味のある方はスタッフまでお
尋ねください。 ご説明させていただきます。

新型コロナウィルス感染症の拡

大予防のため、3月のつどいの

ひろばは全て中止となりました。

3月下旬から 4月以降の行事も

状況によりやむを得ず中止・変

更となる場合があります。

出張ひろばにつきましては、にっ

しん子育て総合支援センターの

HPなどでご確認ください。
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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.111

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

出張ひろば

ヤクルト
ポレポレ10：00〜15：00 200 ￥

ヤクルト

ポレポレ

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 ￥

予約制  出張講座「わらべうた」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

10：00〜15：00 200 ￥

Ma-Rin CLUB 登録制  親子ビクス 9：30〜10：45(日進市スポーツセンター)

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

貸切利用

Ma-Rin CLUB 登録制  卒会制作 10：30〜12:00

出張ひろば

つどいのひろば ヤクルト

Ma-Rin CLUB 登録制  卒会式 10：30〜12：00

ミニ「おやこリズムあそび」11:00～11:30

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

ミニ「大きな紙に絵を描こう」11:00～11:30

貸切利用

貸切利用

Ma-Rin CLUB

10：00〜15：00 200 ￥
ミニ「手形メダルをつくろう」11:00～11:30

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 12：00〜15：00
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
 「入園前のあれこれについて話そう」10：30〜12:00

予約制  2020年度体験会 10：30〜12：00 無料 ￥

新型コロナウィルス感染症の拡

大予防のため、3月のつどいの

ひろばは全て中止となりました。

3月下旬から 4月以降の予定も

状況によりやむを得ず中止・変

更となる場合があります。

出張ひろばにつきましては、にっ

しん子育て総合支援センターの

HPなどでご確認ください。

2020 年度は
4/9( 木 ) より

お待ちしています

今年度も
ご利用ありがとう
ございました


