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「にミてらす」は、 あなたの子育てが/ヽ ッピ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に遊んだし
|、

のんぴし
|と ひなたばっミしたし

|、

たまにはグ千をミばしたり・・・。

←にこてらすのキャラクターにこつぴい。

「だつぴ !」 が口癖。性別不群。
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ウ手の子が生まれた時つてこんな年だったな～、 とか
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生まれマごんな気持ぢだったな～など、いろいろ足ぃ返した
現在に戻っマ●●歳つマどんな磐じ?なのか古見マみましょう。
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いたものを食べ

*幼稚園に行く朝は「行きたくな一い

のに、行つたらすつかり楽しんでい

*食の好みが出てきて、今まで食べて

なくなりました。

*赤ちゃん時代が終わり、

お兄さんお姉さんになっ

た感じがしました。
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赤ちゃんの名前ランキング 1位

※1(最も多い読みを紹介 しています)

男の子「湊 (みなと)」 女の子「楓 (かえで)」

邦楽ヒット曲 ※2「恋」星野源、「打上花火」DAOKO× 米津玄師

ドラマ ※ろ コード・ブルー ードクターヘリ緊急救命 -3rd season、

過保護のカホコ、コウノドリ (最終回でにこてらすのひろばが撮影

場所になりました !)

出来事 ※4 ドナルドトランプ米大統領就任、九州北部豪雨、浅田真央

現役引退会見、アカデミー賞で映画「ラ・ラ・ランド」が 6冠

【参考サイト】※1ベビーカレングー ※2株式会社USEN ※3年代流行 ※4株式会社エム・
データ TVニ ユースランキング
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ベビーカー置き場前に子育て掲示板があることを知ってい

ますか?瀬谷区の子育てサークル情報やイベント、幼稚園情

報など、子育て期に役立

つ情報提供スペースです。

自分から情報発信するこ

ともOK♪ (掲示条件有

り)情報は毎月変わつて

いますので、ぜひチェッ

クしてね。

歳児っマ?体 tot急激 11育 ち、ホ0手 の気持ちに

も少しずつ気づき,8め る時期。また人人がしてほ

しくな tヽ こと亡何Ot繰 り返すのt3歳前後の子ども

た古l=よ くみられ る光景。きっと守oし マ自分がした

いこと亡繰 り返すことで、自分で適t刀な行動古する力

『自律Iら が身についていくのですね。

3 うちの 3歳児のリアル

3歳児の生まれた年に流行つたもの
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お反連と遊ぶのが楽しくなるこの時期におすすめ

rし っぽ取リゲーム」

①おしし1に しっぱをつける。 (|′ ボン・スズランテープなど)

②「よ―い、 スタート!」 で自由に走し1回 し
|、 自分のしっ

ぽを取られないように気をつけながら友だちのしっぽを

取る。

③自分のしっぱを取らねたら7ウ ト。

④ある程度の時間で区切 W、 友だちのしっぱを多〈もって

3歳児におすすめの遊び

いた人の勝ちです。

みんなで

子育てしましょう |
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⌒ 申し込みが必要なプログラムです

“

筑45-391-8316か「にこてらす受付カウンター」に直接お申し込み
V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。

ロコロヨ 研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。

q日ロコD自閉症、発達障がい、ダウン症などのお子さんを持つ先輩ママが、豊富な経験と知識で相談に応じます。

a)我佃逮里有会中文的工作人員 (中国語を話せる上海出身のスタッフがいます。)

● There are star who can speak simple Eng‖ sh(簡単な英語を話せるスタツフがいます)

CDI C6nhanvittnwё iViOtNam(ベトナム出身のスタッフがいます。)
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臨床心理土による相談デー
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お誕生日の集い
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※地震を想定した避難

訓練を実施します。こ

協力をお願いします。
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子育てサポートシステム
入会説明会
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おもちゃ病院
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○ 初めてママタイム~ 
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子育てサポートシステム

入会説明会
10:OOへ′11:○○
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0産 後ママと~ 
ベピーのはなし

10:30～ 11:30

27

10月生まれの

お誕生日の集い
11:30へ′11:45

28 30

0高 齢出産の

O。 1歳児ママの会

10:30～11:30
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育児支援専任保育士
子育ての心配事、保育園についてのギモンなどなど、瀬谷区の

保育士さんに気軽に相談ができます。

薬剤師
薬剤師さんにお薬の飲み方や、塗り薬の使い方、お薬に関する相

談ができます。

管理栄養士
管理栄養士さんが離乳食のすすめ方や、メニューの相談にのつて<れ
ます。

0 0

0 ●

保育・教育コンシェルジュ

保育所、幼稚□に関する相談が、子どもを遊ばせながら気軽にできます。

ひろ:ずで気軽に専門家に相談できます

メ



掲載されているプログラムは、新型コロナウイルス感染症

の拡大防止のため、中止 。延期となる場合があります。参

加される際は事前にホームページや電話でご確認ください。

田翻町剛駆0町融醐
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うけつけすう             こ       ヵ■て  
「受付数●おもちゃ 151固まで (1家族 21固まで)

申込●富10/8(本)まで でんわして<ださい

おもちゃ蒲i院@にこてらす
10日 (土 )10:00～ 15:00
お気に入りのおもちゃが壊れちゃつた !動かな<なっちゃっ

た !そんな時 |ま おもちゃ病院の ドクターになおしてもらい

ま しょう。事前申込み した上で、当日まで |こ おもちゃを持

参 して下さい。修理の見学歓迎 !直 つていく様子 |こ はワク

ドキ ドキ、ワクワクのハロウィンカぐ

やってきILっ ぴぃ |

ひろl」
'内 117オ トスポットがよろから

装tし てぜひ遊びに来ろっぴ～♪

期間 :10/13(火 )～ 31(上 )

高齢出産のO・ 1歳児のママ会 回圏目
30日 (金 )10:30～ 11:30
高齢出産が珍 しくない時代。年の差を気 |こ して赤ちゃんの

いるママたちの集まりに行くことをためらっていません

か ?そんな人たちへのプログラムです。

助産師を囲んで気軽にお話しませんか?
対象●35歳以降で出産 した方

講師●助産師 田中 桂子

定員●6組
もうしこみ

申込●富10/9(金 )から でんわして<ださい

GD。

の シ ピ

●カルボナーラ編●

我が家のお助けメニューです !①ボールに卵 2個、生クリー

ム大さじ4、 粉チーズ大さじ4、 塩少々を入れて混ぜる。②ス

じどう かてい しえん せんた―

児童家庭支援センターうぃず
つんしようしんりし           こモだ    そうだん で―

臨床心理士による子育て相談デー

20日 (火 )① 10:00～ 10:50② 14:00～ 14:50
1固 別相談・要予約 ※予約相談は初めての方、優先になります。
上記以外に、午前午後とも1時間ずつ、ひろばでフリーにご相談いた
だけます。

子どもをうつとうしいと感 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 |こ遊べない気がする一な

ど、日長の子育てで感 じるネガテ ィブな想いを、臨床心理士

Кz監イセラピストの相談員に話して
相談員●児童家庭支援センターういず

みませんか?

臨床心理士 来山光江
ていいん    くみ   かい    ぶん  せんちゃくじゅん

定員●2組 1回 50分 先着順

申込●89/29(火)から でんわしてください

…

初めてママタイム 固囮目
21日 (水 )10:30～ 11:30

「にこてらすに行くきつかけがないなぁ」「引っ越してきた

ばかりで地域情報が知りたい」など、にこてらすを初めて

利用するみなさんで、お子さんと一緒ににこてらすデビュー

しませんか
'ス

タッフも一緒に入ります。

対螢ら9胃に新登塁諜された鶏学
(当 日登録予定の方は 1 0iOOまでにお越 し下さい。)

定員●5組
申込●9/30(水)からでんわしてください

産後ママとベビーの話 口彫回
27日 (火 )10:30～ 11:30
6か月までのベビーのママを対象にしたプログラムです。

出産後の不安や、自身の体調不良、私の子育て間違ってな

い ?等、講師を交えてお話しています。

経産婦さんの参加も大歓迎、子どもの月齢が 6か月までな

2ヮ度でも参加できます !

講師●田中 桂子

範票il虜宵儀 猪 ～ 6か胃のおネさんと

'尋

く彗轟韮募

定員●6組
たいしょう

申込●10/13(火 )から でんわして<ださい

（
フ

‐ ■
ライスしたにんにくひと

かけとベーコンをオリー

プオイルで炒め、①に入

れる。③苅で上がつたパ

スタを②に入れ混ぜたら

できあがり !お好みでブ

ラックペッパーをふつた

り、にんにくを抜いたり

アレンジもききます !

スタッフ えりついん

臨床心理士による子育て相談デー

11月 17日 (火 )10:00～ 14:50

相談員●児童家庭支援センターういず

臨床心理士 東山光江

定員●2組 1回 50分 先着||1頁        ン

申込●810/27(火 )から でんわして<ださい
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ひろばのご利用に関して

<当面のひろば開館時間>(入れ替え制)

9:30～ 12:00、  12:30～ 15:30
●水分補給のみ可能です

施設内での間食・昼食はできません。飲み物は、各自でお持ちください。

●空気の入れ替えをしています

1時間に1回を目途に5～ 10分間の換気をしています。

●利用の制限をしています

ひろば内の密集した状況を避けるため、利用の制限をさせていただいております
ので、こ了承ください。

●入館時にお願しヽしています

1.ひろば入□で検温をしています。保護者 。お子さま、こ家族に

発菫LG3ZL茎」〕1上1虫咳 l≦lL」巨Li二兆などの呼吸器症状や、

体調不良がある場合は、利用をこ遠慮ください。

20ろ ばのこ利用前に、必:萱:量:⊇」■2薗量三二の王勘芭ゝ 」剥ヒZ
ルコールによ登壬損澄壷をお願いします。

3_咳エチケットに準じて、マスクを着用してください。

ちょっと子どもを預けたい時に気軽に使ってもらえる(地域の有償
の支え合い活動です。保育園、幼稚園の送迎や |′ フレッシュした

い時等、理由は問いません。預かる方も、預けたい方もまずは

人会説明会にご参加下さい。 お子さんを預けたい方は説明会後、

その場で会買登録できます。説明会で詳しい仕組みを聞いてみま

せんか
'

10月 7日  (水)14:00～ 15:00にこてらす研修室

10月 23日 (金 )10:00～ 11:00にこてらす研修室

11月 6日  (金)14:00～ 15:00にこてらす研修室

※各日 3組まで

申込●電話または直接

横浜子育てサポー トシステム瀬谷区支部事務局

電話 045-744-7207(9:30´V17:OO)
お子さん連れで参加いただけます。申込時にお伝え<ださい。

●ひろば混雑状況の表示 について

パソコンや携帯で、ひろばが混んでいるかどうかが分か

るように、表示を出すようにしました。遊びにくるとき

の参考にしてください。

じ壺i【ξiすひうば混雑状況

褒[新0寺間 >10:00、 11:00、 13:30、 14:30

表示色の意味 >□ 余裕があります

園 やや混んでいます

困 とても混んでいます

圃 今は入れません

表示場所 >ホームページ、せやまる・ふれあい館の掲示板

(第一駐車場門)、 建物入□ (駐車場側)、 にこてら

す入□

表示のイメージです

横浜子育てサポートシステムからのお知らせ

電吉舌や面吉いて
11個

号[1相吉職tお 受t十 します。 工署t=応 じ`た_

′l活 れ霜詢宍t行、|、 子育て中の′1遇 丼孝tt適切な 支援1脅

関 tiお 繁ざして、 出口が見んるよてい寄:1糸、1ま すο

対象■妊娠中から子育て中の家庭

日時■火～土曜日 9:30～ 15:30

※祝日。年末年始 。特別体館日を除く

相談専用ダイヤル 045-744‐ 5554
※中国語・ベトナム語の通訳をつけて相談することもできます。

ロロ劃匪困 10月 の日程は、お問い合わせください。

に、ご相談くだきい !

子育て家庭0無料相談憲ロ

利用者支援専任スタッフ

C o+s-Ber -831 6

、望
`

じじて言すインフォメーション
開館時間●火～土曜日 9:30～ 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。

対 象●主に0～3歳の未就学のお子さんと

その保護者

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● 045-391-8447

メール●infoOnico― t.jp

URL● https://nico― t,jp
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にこてうすHP

「にこてらす」 は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。

タクシー

乗り場手
前の構断
歩道を譲
る

相鉄ライフを出て
すぐ右のエレベー
タで1階ヘ

くアクセス>
●電車の場合●相鉄線三ツ境駅から健脚な方で徒歩 12分

駅改札を出てすぐ左折、ワイアー ドカフェを生折、相鉄ライフ出口右手にあ

るエレベーターで 1階へ。タクシー乗り場づたいに進み、歩道掲下の横断歩

道を美容院側へ渡り、歩道を進む。中丸バス停、地下道入リロを過ぎたら横

断歩道を渡る。右 |こ カープをすすみ、通なり|こ 左へ入り 100M進 む。左手

に「せやまる・′3、れあい館」の入り□あり。

●お車の場合●

駐車場台数に限りがあります。できるだけ公共交通機関をご利用くださしヽ.

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

バスタ■ミナル
●二つ橋‐
小学校

蠅 公園●


