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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。

子育てひろば子育てひろば
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4/1(水)4/1(水) 4/8(水)4/8(水) 4/15(水)4/15(水) 4/22(水)4/22(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。

Ma-Rin CLUB ★登録制の親子サークルです。6ヶ月から2歳児までの子どもとその保護者が対象

コロナウィルス感染症予防の観点から、記載の内容についても、やむを得ず中止または変更となる場合があります。
ホームページやFacebook、LINEなどで随時お知らせしておりますので予めご確認の上ご利用ください。

4月のつどいのひろば

4/ 9(木)・4/10(金)
4/16(木)・4/17(金)
4/24(金)

10:00～15:00 予約不要
親子1組、1日200円
おとなワンドリンク付き

５月のつどいのひろば
(予定)

5/ 7(木)・5/14(木)
5/21(木)・5/28(木)

4月のつどいのひろばは、全て自由利用です。
４月9日より、2020年度の「つどいのひろば」を
実施します。
4月中の「つどいのひろば」は左記のとおり、5日
間の開催で、全て自由利用となります。気軽に遊
　びに来てくださいね。
　実施日については、換気に気をつけながら行いま
　す。皆さまも、マスクの着用・手指消毒・健康
　観察等 ご協力をお願いします。 　

　各地から春の便りが届く季節となりました。
　新入園・新入学のお子さんがいらっしゃる皆さま、おめでとうございます。
　例年ならば心弾む時期となるはずが、2020年度は少し慎重なスタートとなり
そうですね。
　Rinのおうち「つどいのひろば」も3月中はお休みをいただきました。
改めて4月から、また皆さんのお越しをお待ちしています。

2020年 3月末を期限とする「つどいのひろばメンバーズ」
カードをお持ちの方は、特例として4月末まで期限を延長
することとなりました。4月もぜひご利用ださい。

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

4/14
10:30-11:30

4/21
10:30-11:30

4/14
10:30-12:00

4/21
10:30-12:00

5/27
10:00-12:00

入会式

畑に苗を植えよう

ママ講座 :ヨガ
講師　都 美香さん

20年度入会希望者向け
体験会

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
定　員 :各日 4組

　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♪

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。

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。

新型コロナウィルス感染症の拡大予防のため、4月のつどいのひろばは全て

中止となりました。

5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。
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自由利用  子育てひろば 10：00〜15：00

※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＞
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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。

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 ￥

つどいのひろば ヤクルト

ポレポレ

10：00〜15：00 200 ￥

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

出張ひろば

つどいのひろば ヤクルト

ミニ「おやこリズムあそび」11:00～11:30

貸切利用

Ma-Rin CLUB

10：00〜15：00 200 ￥

つどいのひろば ポレポレ10：00〜15：00 200 ￥

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 ￥

自由利用  子育てひろば 10：00〜15：00

自由利用  子育てひろば 10：00〜15：00

予約制  2020年度体験会 10：30〜12：00 無料 ￥

ふぁまっぷ 登録制  編集会議 10：00〜12：00

出張ひろば

つどいのひろば ポレポレ10：00〜15：00 200 ￥

自由利用  子育てひろば 10：00〜15：00

Ma-Rin CLUB 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、4月のつどいの

ひろばは全て中止となりました。

5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。


