
「にミてらす」 |よ 、あなたの子育てが/ヽ ッピーになるよう応援します。

ミこでの過ごし方はあなた次第。

おうちとは違う空間でミともと開放的に遊んだtl、

のんびし|と ひなたばっこしたし
|、

たまに|よ グ千をミぼしたし
|・
…

みんなで子育てしましょう |

←Iこ こて ぅ`すのキヤラクターにこつびぃ。

「だつび !」 が口癖。性別不詳。

輸眈
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豪義

纂

雪 奪 讐
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爾 習 響

¬ ¬ ってどんな

(

ココ照: |ご こてらすの事業アレコレをご紹介します。

“

口い

ひろばやバンフレットで見かけるこθ¬太「月マーークは、 瀬谷区を10個 の工|1711分 11た ものをイメー‐・/1′ てヽヽます

ママ、パバが子育て しながら何かを学んだり、

…子育て害応援してくだきる方や

次世代への支援…

イ含て家庭の現状や二――だを提えli講増
=や

勉強会の開催、学生ボランティ

ア、札ネll_職 や着護職、ネi会福ネ1■ 学ぶ学生の研修受t■ 入れ

'行

.́て しヽ:■ 1。

…lこ こてらすでサポートできること…
十一 ?ル立ち上げ支援

:こ ミてらすの研修室利用 (要 登録 )

大型絵本、 パネルシ7ターー、

パラバルーン等の貸出し

'舌

動上の相談、講師の紹介

サークルPR
(HP、 掲示板、 告知タイム )

鰺曇⑦活動支援

仲間を

また、

|こ しな

ら、 サ ー7ル ||― ―ダーさんに直接連絡できます。

うに務

・瀬谷区内で活動する

子育てサークル…

それぞれの地域 |=根ざして,舌動しています。 外

遊び中心、 季節のイベントを大切に、 ヌヌ子の親

子…など個 々の活訂|に 1寺 徴が
｀
あし′ます。 活動 に

興味tTあ る方は、 II〔 ミてらすのホーームペ十一ジか

貯 ´́Gt
婦褒

｀

71′―マーケット@研修室

ろばからおすすめ稔本tュ 鷺` 1)し よて,「 おしくら。また′じゅう」仏

ヽ

し ろ tザ
`で 大人気の一 mで■。し1ろ ん

な よヽ友達 がホ ヒ白の よまんじゅう0

ん ilけ さ まれて― 「ヽ一ネ♪おしく

らまんじゅう おされてざ'ゅ ―」「お

されて～ 」一体 どうな るの かな ょ

?4し て、最後 に出て くるの [す 誰

でし ょう。歌 うよう [二 読 んで'諄 ると

盛 し1上 が tlま す。
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%多
扁、 申し込みが必要なプログラムです。8045-391-8316か「にこてうす受付カウンター」に直接お申し込み
マン 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□置ヨ 硼彦室で実施するプログラムです。ひろばは通常通つ利用できます。

はいはい広場で実施 りろプログラムです。

C日目富D自開症、発達障がい、タウン症などのお子さんを持つ先輩ママが、豊富な畜ヨ験と知識で相談に応じます。

C置日}我佃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上海出身のスタッフがいます。)

_ C6nh6n viOn「 191,'o'i V10t Narn sё  h5 tro vざ tidng ViOt va Tiё n9 Anh

…
  (ベ トナム語と、簡単な英語が話せるベ トナム出身のスタッフがいます。)

O C6nhanViOn n9LCiViOt Nam(ベ トナム出身のスタッフがいます。)

・・
ヽ

10月

熙≫助産師によるプレママ相談
赤ちゃんが生まれる前に知つておきたいこと、準備して ご窒、1,ま掏!1而
おきたいことなど、一緒にお話しまけんかつ上の子がい V7｀ ‖りμ'P

瑣り
育児支援専任保育士 呵≫保育・教育コンシェルジュ

子育ての心配事、保合園|こついこのギ■:ン などなどヽ瀬 保育所、幼稚日に関する相談が、子どちを遊ばけながら
谷区の保島上さん|[気督 |こ相談ができます・,      気軽|こ できます.

曜≫管理栄養士
薬剤師さんにお業の飲み方や、塗り薬の使い方、お薬|こ 管理栄養土さんが離乳食のすすめ方や、メニューの相談

|このつてくれます。

※火災を想定した避難

訓練を実施します。こ

協力をお1脚ハします。
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～ママと家族の健康講座①～
1            1こ ゅう

知つておきたい乳がんのこと・・・
4日 (釜→ 10:30～ 11:30
乳がんは唯―自分で見つけられるがんです。セルフチェッ

クのコツを伝 l受。模型を使つて乳がんの感触も体験。お

気軽 |こ ご参加ください。

講師●健康づくり係 保健師

申込●不要

おもちゃ病院@に こてらす 翻圏圏
12日 (土 )10:00～ 15:00
お気に入りのおも′)ゃ が壊れちゃつたI動かな<な っちゃっ

た |そ んな]手 |ま 16もちゃ病院の ドクター|こ なおしてもらい

ましょう。事前印込みした上で、当日までにおもちゃを持

参して下さい´|1多 理の見学歓迎 1薦 ってい<様子 |こ はワク

ワクしますよ ♪

受付数●おもちゃ 15個まで (1家族 2個まで)

中込●8919(本 )⌒ン10月 0(本)議で

でんわしこくださしヽ

児童家庭支援センターうぃず
つんしょうし人 ,1_          =そ た   そ しだん て一

臨床心理士による子育て相談デー

17日 (本 )① 10:00～ 10150② 14:00～ 14:50
イII11111■ ■要予lt ■チ11本F議は初めてのら、優年|こ なります。

「:記 以Fヽ |こ 、年¬‐,=こt● |■ 1首 ヴ :D、 ひろはでノリーにご|卜,談|い た
だ|り まi

子 ともをう っとう しいと感 じて しま う、怒 りは じめる と止ま

らなくなつてしまう、ウチの子上手 |こ 〕]も べない気が :;~る  な

ど、日々の子育てで感 じるネガテ ィブな想いを、

'馬

床心理士

26日 (土 )① 10:00～ 11:30
②13:00～ 14:30

lF l:多 室のお部屋 い っはいにブラ

レーールを広げてみんなで自由 |こ 遊

ん じゃおう !男 の 了はもちろん、

おうプ́っにはないおもらゃ|こ 女の了

も楽 しめる|ま す。

家族そろって遊び |こ来てね～ ♪

∈彊》。
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Ｊ
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フ

に
ぶプ

で フレイセラヒス トの相談晏 |こ話 してみ

相談員●児童家庭支 i・

=セ
ンタ ーうぃず

臨床心理:|[ 東山光江

定員●2組 1回 50分 先着 ||1貞

申込●89/26(本 )か らでんわして<ださい

産後ママとベビーのはなし
25日 (金 )10:30～ 11:30
助産師が O～ 6か月のベビーとママのからだについてア ド

バイス。産後間もない時期の「どうしたらいいの ?」 を解

)肖 します。終了後、一緒にランチをし載しょう !

講師●助産師 ソ」ヽ沼夕佳

対象●0～ 6か月児とママ <母子同室 >

定員●10組

申込●な10/11(金 )からでんわして<ださい

ませんか「
)

）
）

S

ドキドキ、「7,9?の ハロウィンがやってきたっぴ::!

ひろtザ 内にフォトスポットと、写真t掲示するためのスペー

スカ`'あ るから、イ反装亡してぜひ遊びに来ろっぴ～♪

瀑 :ヽ

V0

期間 :10/16(人 )～ 31(水 )

1歳児ママのおしゃべリランチ会覆扇国
¶1月 13日 (水)12:00～ 13:30
同 じ年齢のお子さんがいるママさん同士集萩って一緒に

ランチしながらおしゃべりしませんか?
ママ反づ<り のきっか |り |こ 是非ご参加ください ♪

近隣にコンピニ等がありませんので、各自ランチ をご持参

≦F書い。

中込●810/30(水 )からでんわして<ださしヽ

●



゛

にこてらすのブログやフェイスブックで

ひろばの様子を見てみよう

|こ こてらすのブロクやフェイスブックを見たことはあります

かつ スタッフがベンネームでひろばやお庭の様子を書いて

いるブログ。ひろばでの楽しそうな一甥面や、プEDグラムの

告知など、タイムリーなお知らせを写真メインでにこっびぃ

がつ′Sヽやいているフ■イスブック。どちらも不定期ですが、

たくさん更新できるようにがんばってます (笑 )ぜひ一度の

ぞいてみてくださいね ♪
※にこ _)ひ ぃは、
にごてらすのキャラクターでつて

『 みんなで子育て掲示板』をご活用くだ言い :

|こ こてらすの入り□右手

の壁にあり、遊び |こ きた

親子や 1[句 1或 の方が見てい

ます。どなたでも、子育

てに関するチラシを貝占り

ti1 0こ とが出来るスベー

スです.ハ ン作 り講座、

ヨカレッスン、イベン ト

や地I或のお祭りなど、A4サ イズのチラシを 」力月間掲示 C

きます。員占り出しのルールがありますので掲示板てご確認く

ださい。

また、隣には幼稚園やサークル|1竜 報、多言語|1盲 報や子育て支

援に関心ある乃向けのチラシも掲
'」

しヽています。

子育て家庭の無料相談窓口
利用者支援専任スタツ7

iこ 、ご相談ください :

電話 や面吉いて
1`個

BIIオ8===お ウ t十 しまで。 ま,等 ti′tぜ r::

′
1囁 れ援

“

特:行 、1、 ;育 て中
^′

|」″′事ti適 閉な o義様

けlttお 望ぎ
｀
して、 出口が 見えるよで

1寄 ||ダユ lよ すο

対象■女I娠中から子言て中の家庭

口1時 日)人 (′

―v■ :曜 日9130´、15:30

※祝
「

〕。年末年始・特別休館Hを 5宗 く

相談専用ダイヤル 045-744‐ 5554
:|■コ巨語・ ヘトナム語の通訳をつけ こ相談することもてきます。

田団団 10月 8日 (大)1000^-12:00
ひろ1ま 「きりかぶ」(ひろば利用料がかかります)

にこ Ыog   lこ こFB

ち■っと子ど(■ 預けた|ヽ 崎に気軽に償っでも・ ,え る 地域の有償
の文力合 tヽ 活動です。イ呆育園  ″1稚 魔|の 逆,1,ゃ |「/L´ ッンーiし ≠‐

tキ 時等.1甲 EI→ は問いません。 預かる方も、 Iけ|た,い 方 もまず |」

人会吉党明会 |:rプ 参加下さい。 お子されを預」 たい方は説 []月 会後

■の場で会 買登録で0ま す。 説明会で詳し1ヽ 41組 υ+を 聞いてみま

せ人か つ

入含1議萌会
'(参

11無料)

10月 9日 (水 )13:30～ 14:30にこてらす研 |1修室

10月 29日 (火 )10:30～ 12100 N P O,去 人まんま

11月 9日 (土 )qO:30～ 11:301こ こてらすう刑修室

申込●電話または直接。

横浜子育てサポーートシステム瀬谷区支部事務局

電話 045-744-7207(9:30´ ′ヽ17:30)
お子さん連れて参加いただけます。中込み時にお伝え 卜さい。

、競[`,

日―日
… ,運 豪

配ししt5
.-t-
dt 4>) n X-i=)

●
｀

ヽ 045-391-8316
開館時間●火～土曜日 9:る (〕

―V15:30

体館 日●口躍日、月曜日、祝 |■ .

月躍日が祝目及び振替休日の場合は

翌火躍日もお体
'ソ

です。

利用料●無料 利用 |=は登録が必要です。

住 所●〒246-0021

模浜市瀬谷区ニツ橋町469
FAX● 045-391-8447
メール●info@nico― t」 p

URLOhttps://nico― t.」 p

にこてらすHP

タクシー

乗り場手

前の横断

歩道を渡

る

＼、ここ

マ

っ■ヽ|ガ♀K/
つ■9`ン‐   `

へ́ で
r^.^、

9ヽイ

眩 「にこてらす」 |ま NPO法人きくらんぼが瀬谷区から受話して運営しています。

相鉄ライフを出て
すぐ右のエレベー
タで1階ヘ

●
さ

■

■
，

く;'ク セ,ス

':0■ 1● I)t尋 6● 相鉄線ニツ境駅から債'‖ ‖|な ,b〔 徒歩 12,〕

,景 改本|を出て すぐ左折、ワイア ―ヽ卜カフェを生折、:相 」1ラ イフtl i〔」色手にあ

るエレベ ーター で1階へ.タクシー乗り場■
'た

いに〕tみ、:卜 ● 認́卜の横断歩

造を美容院11りへ濃り、歩ぅ●11,お.中丸ブヽメ■、地
~ド

,首 入り|,「 ,1ぎたっ横

断歩道を渡る.右にカ ープ行すすみ、静なりに左へ入り iCOM進 む。i十
1こ |せ やまる・ふれあい

'il(D入
り□あり.

●お車の場合●

11車場合数に1限 りがあり漱●.てきるたり公共交通機関●
=示

」用ください.

イラスト提供●浅羽みつ子 発lj●瀬谷区地域子盲て支援拠点にこてらす 瀬谷区こども家庭支援課 367-5778


