
「にミてらす」は、あなたの子育て /)｀ ハヾッピーーになるよう応援します。

ここでの過ごし方はあなた次第。

おうちとは違う空間でミどもと開放的 |ミ 遊んだし
|、

のんびし
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瀬谷中央公園こどもログハウス

「まるたのしろ」
小・中学生のあそび場と思う方も多いかも しれま

スポ

だヽ
恩≡三:糠

磋==J
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()PEN='9100-‐ 17:○ ○

第2月 (祝 [■ の時は翌 1-」 )と年末年始はお休み

入場無ギ■ (団体利用がある時は HPでお知ら1」 )

スタッフ■常時2名

◎藤ドレ
大週2～ 3回午前中に利用しています。親子てお友連もできまし

た。スタッフの方も停しいです。
来板]11り

~こ

|ま しヽ1■ いit3い っばしヽ

できるので、午前中たっふり

逸んで生活のリズムができま

し た 。

1■ 卑い時期や雨で
`′

キロ /ヽ 行けな

いとき来ます`,■ 揚はホット

カ 一ヽバットのあるコーーす―て

温まりつつ遊んでます ,

たるまの会

ハロウィンなど
=節

のイベントの他に、楽器

遊び、室内で体を動かして遊ぶ活動をイ3っ ていま

す。どんな事をいるかメンバーて相談 しながら内容を決め て

いて、当 []1■ ク |リ スマス会て、わいわい振 しヽかでした。

●

また、|こ こてら0のホームベージで見ることもできます。

摯ぐi3つとなび J片手|こ

子育て庭援スポットにいってみよう 1

♂
だ】銀ツ境駅

ご近所で子どもと過ごせる場を知りたい…

一緒 |こ子育て0る仲間が欲しい ・

引つ越してきたばかりで、1也 i或情報が欲ししヽ

そんな時はせや子資て応援マップ Кttbとな 1[力 ※

が大活躍 1今年のおいでよは、その「ぐるつとなび」エリアごとに、

ピックアップ した情報をご紹介。親子でいつてみませんかつ

今日の

子市マ海罹
、ット

せんが、平 I」 13時までは幼児向けの滑り台などの1ち宇

異が準備されていて、平|」 幼児の親
『

にもおすすめのスボット

です。親子ピラティス 。おはなし会などのフ |コ グラムも実施

されています。
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 せやまる・ふれあい館

活
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ロ程 _月 2回木曜E_1 1 0iOOべ・1200
)活 動メンバー■8組
多加重 ,・ 会貴 10(D円 /月

*子 どもt葺んで遊んでいるし、自

分自身のリラックスタイムになつて

いる。

*室内での活動は、子どもたちを見守

りこ`うす <、 親局■おしゃべりもゆっ

<りできる。

*2人日、3人 目の親子が集まる場が

近所にあまりないので、ここで反達
・  作りが出来た。

お問合せ :地 t或子育て支援拠点「にこてら3~1常3918316
または瀬谷区こどt家庭支援課奮3675778

にこてらすの Faccbook

車tせ されなか つた写真をにこて らすの

Fac(わ o(、 kて紹介していま す。

さら|こ オモシロ画像があるかも V́(笑
)

幽

晴れている日

`ま

ウッドデッキで

お弁当を食べられるよ
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脅彩多 `、

申し込みが必要なプログラムです′く45-391-8316か「にこてらす受付カウンター」|[直接お申し込み
′` ください。当日でも、空きが出れば先着順で参加申し込みが出来ます。

日甕慶雲 石川1修室で実施するプログラムです。ひろばは通常通り利用できます。

屁1鷹日目國熙自はしヽはい広場で実施するプログラムです。
白開症、発達障がい、タウン症などのお了さん/r持 つ先輩ママが、豊富な経験と■:■て相談に
応じます。

C=:1)我個逮里有会中文和簡単英文的工作人員 (中国語と、簡単な英語が話せる L海出身のスタッフも`1′ 嗜:す。)
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…
  (ベ トナム語と、簡単な英語が話せるベトナムt11身θ)ス タッフがし`ます。)

● C6r■ lan viOn n91_Ю 'i V10t Nam(ベ トすム出身のスタッフがいます。)
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メンバーー募集中の子育てリークルが

′3、だんの活動をひろば内で行います。
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3:00～ 1:00～

5

CD

ri・ 一―一¬
_・ li.■■ .=

:t・ ―
r,‐ ii::=‐ ‐i

③
CD(ID

しょうがしヽ7

「だるまの会」

曜撥 <亜E)

8

C》 おもちゃ病院
10:OO・ ン15:の C)涯塵震蓮国

GD´∈亜D

9

よ つ しヽ

～ 1

C≫ 1歳児ママの
おしゃべリランチ会

11:30～」3130履銀厖疑墨|

113

《》子育てゼミ■-lol hoi
テーマ(D歯医者さんと話す
“むじ歯予防と食育のはなし''

10:30～41:30

畿聾》イ〔ll「II,)

14

醸

15 1(3

餞

詳しくはW面ヘ

0:00～ 1:00‐ ―

19

韓
曜騨

20

0庁 後ママと
/ヽ こ―のはなし

1030‐ 1́‐1:30

学 i■i会 |イ ヤイヤ期在

卜fl[栞 り切ろf'!」

1():00た ′ヽ113(1)

0

しょうかい21

0
CD(亜 D

つう
ここ

フレンドlナーDay
O細谷戸団地

10:〇 〇̂ン 12:〇〇

23

①

ょうかしヽ

臨 |,‐求心理■[による相談デーー

|(1)()の ψ́‐14150

0
CD.く亜D

′
０

，
」

Φ

27

0子 育 Cサポートシステ

入会説明貪

13:30～」4:301コ厖菫コ

● 蓮 D

育児支援専任保育士による

相談タイム

9130´ ′ヽ11:30

2月 生まれの
お誕生 FIの集い
‐
11:45^ン 12100

28 3/1

0子 育てゼミ `■
loi

テーマ0離乳食の

はじめ時、すすめ方
」0130^ヽ41:30

CD

つ
こ

0

攀

■

(:亜D



絵本作な 保科琢音さんによう   と く ぇ   かtl

懸無でポ|ぼう:ボふで奨ぉぅ!読織 ね会
1日 (金 )11100～ 11:40回圏園
絵本作家、紙芝居作家、さら |こ は落語家 &浸才師でもあ
る保科さんが、子ども達だけではなく、大人も心の底か

ら笑える「読み笑わせ」という素敵なん法で、おはな し
の世界を楽 しませてくれます。ぜひご参加 <ださいね ♪

定員●15組
申込●8118 金:)か らでんわして<ださい

節分だ !みんなで鬼退治～ !

2日 (土 )11:30～ 12100
11鬼は～外|』

豆のかわり十二
'「

電・三■■しめて作った「タイ

ジダマ」て力を貪イ〕t三 て鬼を11マ 治しよう !

ますよ♪

対象●未就学児のいるこう・庄

定員●おもちや 151Lま で 11家族 2個まで,

中込0奮 1/17(不 )ヽ 27(本 )まで受付中

1歳児ママのおしゃべリランチ会固圃国
13日 (水 )11:30～ 13:30
同 じ年齢のお了さ,デ■ 1'ilマ て'さ んF~11■ 11:■ ―――■二

ランザしながらで■ .´ ■ .́:;‐ _■ 11ん iァ
_‐

ママ友つくりのさ―
「二:フ |「_:三 [_二 |11く

「二ご|ヽ_｀

2ンノご持参くたぎtl:三 ン|■ 二1・ ■ol(‐

申込①奮 1/30・ 水  [_~I´ _: ~´ i二■し、   __

1魔 軍

子育
:て

ゼ 豊 "Hoi hoi″ 園回闘観
“HOi hOl'｀ とはハワイ青脅ご「楽しい |「 十 1」 な」などを表す言葉 です。

テーマ③歯医者さんと話す '′ むし歯予防と食育のはなし
″

14日 (木 )10:30～ 11:30
わが子の可愛い乳歯、むし歯にならないではしいけど…

みんなどうしてるつ歯医蓬さんと一緒に話そう l

講帥●歯科医師 神出ゆみ子

定員● 12_組

中込●82′ 1(金)から でんわしてください

持ち物●お子さんの歯ブラシ、お母さんの歯ブラシ

産後ママとベビーのはなし回国爾翻
20日 (水 )10130～ 11:30
助産師が 0～ 6か月のベビーとママのからだ |こ ついてア ド

バイス。産後間もない時期の「どう したらいいの ?」 を解

消 します。終了後は、一―緒にランチをしましょう |

講師●助岸師 小沼夕佳

対象●0′Ψ6か月児とママ <母子同室〕>

定員●10細

中込●倉2/6(水 )からでんわしこくた い`

0

臨床心理■:

定■●2細11回 50
[|,込 0常2/5(史 )

児童家庭支援センターうぃず

臨床心理士による子育て相談デー
26日 (火 )① 10:00～ 10150 ② 14:00～ 14:50
個別相談 要予約 沐̀上記以,1に、午前年後とも 1時間ずつ、広場てフ
リーにご桐談いただけます。

子どもをうっとう しいと感 じて しまう、怒 りは じめると■ま

らなく(な つて しまう、ウチの了上丁 |こ 舶へない気がする な

ど、 [:l々 のイ高 てて感 じるネガテ 千フな想いを、臨床心理 」_

てフ Lノ イセラヒス :ヽ σ)相言II員 |〔[言舌してみ

1晰賞曇●児童家庭支i=´tZンターうぃ01

ませんか?

来」」光江
ぶん  せん,ゃ くじゅん
1分 先着順

からでんわして<ださい

しヽくし   しえん   せんにん はいくし             こそだ    そうだん   たい0

育児支援専任保育士|こ よる子育て相言炎タイム
28日 (本 )9:30～ 11:30
∵育ての,1さ」ヽ配事、保育園についてのギモンなどなど、涼1谷

区の保膏士さんに広得て気面ヌ|こ 相談がでさます。

・]:1異●|■ 浜雨中屋敷保育□育児支援センター

とんくリクラブ専任保育士 城所悦子

亜鶴)鴨

子育てゼミ “Hoi hoi″ ]国鵬圏田囲
テーマ◎教えて、栄養士さん l～離乳食のはじめ時、すすめ方～

ュ澤1脚 Kttt)10130～ 11130
講師●瀬谷区栄養 上 安部拓馬

定員● 10網

申込●2/15(金 )か ,んわしてく′
=ヽ

ヽ

フレンドリー Dav@おあしす lo2
(県 営ネ|]6「 'ハ イツ 46=11)

23日 (土 )10:00～ 12:00
みんなで こそだてのこと ほい<えんのことを はなし

ましょう。
来多言ilゴ =シがあ

`｀

す0ので、こIF所 |こ 対1象 のメ,が ぃら
~〕

tノ やいま t′たらお声かけて
ください。

中込●いりません

|サ |デ カ●細谷戸連含町内会、地区民児協・地区ネl lhi4、

細谷戸保奮園
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おもちゃ病院@に こでらす 翻圏国
9日 (土 )10:00～ 15:00
お気に入りのJ3■,ろ も,■コ |ち ゃった 1動 刀ヽなくな っちゃっ

た !そんな時 !玉 おt′ ,・サ::「完の ドクターーになおしてもらしヽま

しょう。事前幸主_L｀ ノた Lで、当日載で |こ おもちゃ在:亡参 tプ

て 卜さい
`j lt'至 =・

■主ri:[||百 )て いく様 子にはワクロクし



鯰鑢颯鑢辣
平成 30年度瀬谷区養育者向け学習会

「 イヤイヤ期 」を上手 に乗 り切 ろう :

2月 20日 (水)10:00～ 11130
会場●瀬谷区役所 5階大会議室

「イヤイヤ期」つていつたいどういうもの フどういう「玉乳に接 し

たらよいの つ等を臨床心理士の先生にお話 しいたださま す。う

まくつきあうコツを知つて、子どもの成長を楽しみましょう。

講師●臨床心理士 森あずさ

対象●瀬谷区在住の来就学児の益奇者 先若 40人
1歳児以上託児あり 先着 20人 (申 込制 電話のみ )

※0歳児は同室で話を聞くことが こさます

参加費●無料

申込先●にこてらす 申込フォームまたは、

lE[_:391-8316 FAX:391-8447

ひろばに

新しいおもちゃが入りました★

゛

申込フォーム→

ちょ⊃と了 (|」 もを預けたい時に気軽に使 ってもらえる、地域の

子1「 1の立え含い活動です。保台□、幼稚園の送遡やリフ |ン ツシ :]

|ノ たい時等、理由は問いません、預′)｀ る方も、預りたい乃もま

すは入会説明去|[ご 参加下さい。お子さんを預けたい方は説明

A後、その場で会曇登録できます。説明会で詳 しい仕組みを1期

いてみま世んか
′P

入金説明会 (参加無料 )

2月 27日 (水 )13:30～ 14:30 1こ こてらす研修室

3月 26日 (金 )10:30～ 11:30 1こ こてらすう刑:多室

4月 20日 (上 )10i30～ 11:30 1こ こてらす研 ヴ室

申込●電話または直]乳

横浜 子育てサポー トシステム瀬谷区支部事務局

キl言li 045-744-7207(913(D″V173()う

お子さん連″lて
i参

加いただけよう。,申込み時にお伝え 卜さいぅ

3育 て家庭
^無

料れ亡薔定「)

利用者支援専任スタッフ

l軍涙子育てバ:ァ トナー :[  =irt:,イ
「

｀
さ |ヽ′

霊静」や詢1姜て
l｀

イロ

"1和 =晏

tお サ t十 tFl=。  .`早 tttt t)｀ た

′
|ヽ若れ 1足ィチ、t行 、1、 ;育 て中の′1甚 絆二:,適 ■■な 手桜祷｀

f輩ltiお 繋ざして、 電
「

1が 見える■7¬ 事 :子 tl=、 すο

対象■就学前児童のいる子育て家二[二 二二、 lP′ 才まで

の子ども及びその保護き ,■ 11■「 '1・三it
目時■火～ェ曜日9130～ 1500

※祝日。年末年始 。年i¬1休 :=Eを :千 く

0｀
ヽ 045-391-8316
開館時間●火～土曜日 9130～ 15:30

体館 日●日曜日、月曜日、祝日。

月曜日が祝日及び振替休日の場合は

翌火曜日もお休みです。

利用料●無料 利用には登録が必要です。

住 所●〒246-0021

横浜市瀬谷区ニツ橋町469
FAX 0045-391-8447 回成朝日
メール●info@nico― t.」 p 島澤碑

=コ
■

URL● http//n co― t」 p ill111lill::

にこてらすHP

相談専用ダイヤ」♭ 045-744-51
・:「

~it・
 ́|ヽ 下ム千 1「,1鷲■I■,11'「 モ=:丁 fI
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|:.:・ |.:■ _1-1 :  _           _:

インフォメーション

タクシー

乗り場手

相鉄ライフを出て
すぐ右のエレベー
夕で 1階ヘ

554
ともできます。
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′eズ |ヽし が

電車、 プIミ Чヌ集車、

,i4El ).rl L I: 工～

六事 t・ イ1っ てね

`

く,'ダ セス:,

0電 車のtFヽ●相鎖1デ 三ツ境駅から健|,10なん こ従歩 12`|

編|マ 改札を出
~``」

(左折.:フ イア ートカフ」「 を上折、相鉄う―イフ11」 にl tlキ
'ご

あ

る工 t′ ベーーターーで 11性 へ.タクシー 1・ り場つたい|こ選み.'F道 籠下の椰断歩

僣を・t十‖111側 ′ヽ
:｀ り、歩通在進む、中丸ハス停、1"|ヽ鉄人リロ,,||き たち11

断歩

“

在理る。高にオ|― フ有げ■み、通なりにたへλ.'3 1(γ )Ml■ ■,.■:千

に「せや■:る・ふれ

',|,ヽ

m_1の人り|~'あ り。

●お車の場合0
駐,1'台 数|:曖 りがあ吟lよ

`1.で
きるだけ公共浚日イヽこ刊||」 ください。

イラスト提供●浅羽みつ子 発行●瀬谷区地1或 子育て支援拠点にこてらす 瀬谷区こども家庭支援課 367-5778
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