
「にこてらす」は、 あなたの子育てがハ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こどもと開放的に遊んだし
|

のんびし
| とひなたばっミしたし
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まに|よ グ千をミばしたW・・・。

みんなで

子育てしましょう 1

←にこてらすのキヤラクターにこつぴい。
「だつび :」 が口癖。性別不詳。
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itこ マらすは、 今年で 10年 目t迎,え 、    螂 Ч 専 可

2021年 5月 末までの
'こ

べ利用者 :す 109801人 t走こえまし「・。

1こ で今年の「ムヽ`でよ!」 では、

お祝、ヽメッセージゃ作品などをご紹介してヽヽきたいと3ヽ まヽす。

※いただいた作品は、ホームページでご紹介してい

ます。「10」 1こちなんていれば画材や素材は自由。

あなたも描いてみませんか?
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私 とにこてヽすの出会 tll`“ コ7ラ

の会 "です。コ7ラ の会のメンバー

llに ミてら寸のスタッフさんがいて、会の活

動場所 として広場 亡お借 LIし て t:ま した。

XO後 、瀬谷区薬剤師会 として地域の子育て

支援 に貢献■ろミとを目標 に掲げ、区内の子

育てイペン トに参加していきました。今でlさ ひろ|ず で'お華相談

t隔 月で行ってし1ま す。薬剤師として子育てのお手伝しitし な

がらひろt」

1で
のペピーシッターt楽 し)た いと思います !

瀬谷区薬剤師会 目11会 長/カ ワセ葉日 本部長

華剤師 久保田 充OA

専門家相談員のご紹介

*区内在住、2児の父

*コ アラの会 (ダウン症児中心の家族会)の会員

*専門相談員として奇数月に 1回ひろばへ来所

*時 |こ は相談者の赤ちゃんを抱っこしながら、親しみある雰囲気

○

【作品タイトル】絵本、レゴ、にこてらす !!あ りが 10
【作者】子育てサポートシステム 提供会員 いぶかなママ

【作品について】子どもが小さい時にお世話になつた絵本、レゴ、

にこてらすに感謝の気持ちを込めて、子どもと作りました !

(レ ゴブロック)

浴衣でおしゎべり1外 国人ママDay(2017年 9月 )

にこてらすでは、外国出身のママたちの
=====

居場所づくりとして、外国人スタッフと

一緒に日本語勉強会やクリスマス会、母

国料理のランチ会など行つてきました。

この日は色鮮やかな浴衣を美し<着付け

てもらい (プロの着付師の先生がボラン

ティアで来てくださいました)背筋ピンとモデル立ちで記念写真をバチ

リ !日本語が上手なママたちも、母国語でのお話が弾みました。
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にこづびい Facebookへ ようこモ|

挑戦著求ム !
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で薬の飲み方をア ドバイス

薬剤師相談の様子
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彰多 ⌒ 申し込みが必要なプログラムです。8045-391-8316か「 にこてらす受付カウンター」に直接お申し込み

Ψ 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。

日口困目 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。

□ 目困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。

C日)我↑]遠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 staf who can speak simple English(簡 単な英語を話せるスタッフがいます)

〔6 nhan vien ngt,oi Viet Nam(ベ トすム出身のスタッフがしヽます。)
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オンラインおしゃべり会
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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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○初めてママタイム
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7月 生まれの
お誕生日の集い
11:30^′ 11:45

0● ●

24

○ ブレママ&ブレパパ

きてみて体験 !

10:00～ 12:OO
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ひろiずで気軽に専門家に相談でききけ

0

●

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。

保育・教育コンシェルジュ

保育所、幼稚園に関する相談が、子どもを遊ばせながら気軽にできます.

管理栄養士
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。
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頁休)は、はいはいひ ろば
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パ弓l越 しします。

7/20(κ )～ 8/31(K)ま マ::

ペピ
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ち●修中
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に研修室t貸 しりし||

左面のカレングーの

このマークが日印 !→て

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こ確認ください。

プレママオンラインおしゃべり
1日 (木 )10:30～ 11:30
Zoom』 アプリ (無料)を使用したプログラムです。

~出
産準備品、実際使うのは何 ?」「地域の子育てを応援し

てくれる活動紹介」などなど、産前産後を安心して過ごす

ための情報提供をします。
たいしょう 1ま し      こ       |む か     まま   ぱ ば

文]象●初めてお子さんを迎えるママ (バパも OK)
卍賞●6紺
華込●受付中    申込フォームで→

プレママ&プレパパ きてみて体験 !

24日 (土 )10:00～ 12:00
ベビーに会える日を楽 しみ |こ しているママとバパ。でも、

産まれると同時 |こ始まるのが子育てです。「お世話はどうす

るの ?」「大変て間<けど1可が大変なの ?」

|こ こてら 引こ遊び |こ 来ている親子と触れ含つたり、赤ちゃ

ん人形で沐浴をしてみたり、ベビーとの生活をちょっとだ

け体験してみませんか ?
講師●助産師 小沼夕佳

対象●初めてお子さんを迎えるご家族

(お一人での参加も大歓迎 |)

3組
7/3(上 )からでんわしてください

高齢出産の0・ 1歳児のママ会口圏回
28日 (水)13:00～ 14:30
高齢出産が珍しくない時代。年の差を気にして赤ちゃんの

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

な3●ん奄F提撃に♪ξipま媒んか
'

対象035歳以降で出産した方

走賞07紺
甲鶏 87/14(水)から でんわしてください

…
初めてママタイ■回回目

30日 (金 )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?
★初めてママが一歩を踏み出しやすい様にブログラムを設定してい
ますが、ひろばに直接来ていただいても大文夫です !スタッフー向、
温かくお迎えてきるようお待ちしています.

たいし,う   がつ  しん書とう3く      おやこ

対象07月 に新規登録された親子

△
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定員●
もうしこみ
申込●

(当 日

定員●7組
申込●7/9

0

ブレママオンライン詳細はこちら

0ど う かて|ヽ  ●えん せんだ―

児童家庭支援センターうぃず
りんしょうしんりし           こそだ    そうだん で―

臨床心理士による子育て相談デー

13日 (火 )① 10:00～ 10150② 14:00～ 14:50
匂別相談・要予約 ※予約相談は初めての力、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。

子どもをうっとうしいと感 じる、怒りは じめると止まらなく

なつて し讀う、ウチの子上手 |こ遊べてないかも…など、日疫

の子育てで感 じるネガテ ィブな想いを話 してみませんか ?
民]談員●児童家庭支援センターういず

酪株想踵生 乗■乳江
くみ   かい    ぶん  せんちゃくじゅん

組 1回 50分 先着順

中込●受付中

定員●2
もうしこ3

さんこ   まま       べび―

産後ママとベビーのはなし回圏目
16日 (金 )10:30～ 11:30
出産後の不安や、自身の体調不良、私の子育て間違 つてな

しヽ?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

]できます |

中 桂子

1か
げ,    こ       ま ま  ばしどうしつ

6か月のお子さんとママ 〈母子同室>

a7/2 (G) aa tArlltl<<EdLr

登録予定の方は 10:OOまで |こ お越 し下さい。)

(金 )からでんわして<ださい

〇 。

ペピー0
*遊ひデピューlマ

7/1(木)～ 9/11(上)の間、
外気温28℃以上で適した天候時。

①10:30～ 11:30
②13:30～ 14:30 の 1日 2回
持ち物●バスタオル、着替え

◆はだかは ×。バンツ、シャツなどを着せて<ださい。
水遊び用の紙おむつは OK!

◆結膜炎 。とびひ・プール熱など感染のll｀ 配ヽがあるときは、
'台

って

からにしてね !

◆水の事故を防ぐために、お子さんの安全を確認し、日を離さずに

見守りましょう。

※貴重品は各自しつかり管理して<ださいね。

で つき みずあそ

デッキde ttli盤 び
で

l

おもちゃ病院@に こてらす
8月 14日 (土 )10:00～ 15:00回圏目

事前申込みした上で、当日までにおもちゃを持参して下さい。

対象●未就学児のいるご家庭

卍賞●おもちゃ151固まで (1家族2個まで)

申込●87/24(土)～ 8/11(水 )まで でんわしてください

´h733

tイ乍りましtt●



<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

施段内での間食 担 食はできません.飲み場は、各自でお持ちくださt,.

0空気の入れ替えをしています

●利用の制限をしています

●ひろば混雑状況の表示は、ホームベージ、せやまる・′o、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□をこ覧ください。

●入館時にお願いしています

1.ひろば入□で検温をしています。保護群 お子さま、こ家族に

発壺饉ヱ重墜■■■セ底К■基●L:」L:К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。

2.ひろばのこ利用前に、■■±壼2は6Z=壺⊇[ζの圭満Lゝ54き2
ルュニルLよう玉猶消豊をお願いします。

3.咳エチケットに準して、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、 幼稚園の送迎やリフじッシュした

い時等、理由は間 しヽません。 預かる方も、預けたい方 もまずは

入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 0ま す。 説明会で詳しい仕組みを聞いてみま

せんか つ

“子サポ":ミ ついては、 ミちらをご覧〈だ0い→

入会説明会 (参加無料 )

7月 10日 (土 )10:00～ 11:001こ こてらす研修室

7月 14日 (水 )10:50～ 11150誓含定秀e冒
ログハウス

7月 16日 (金 )10:00～ 11:00景ζg寧テ:,抒;竺五了ラザ

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

電言舌 045-744-7207(9:30～ 17:OO)
お子さん連れて参加いただけます。申込時にお伝え<ださい。

の方 l`、

予約不要・ 参加無料

7月 160 {金 )10:00～ 12:00

8月 200 {金 )10:00～ 12:00
(出入り自由です)

【会場】阿ス和地区センター プレイルーム

新型コロナ ウイルス感

染症 拡大 防 止 の た め、

こ協力をお願しヽします。
‘晨

ｐ
Ｄ

に
こ

マ

横浜子育てサポートシステムからのお知ら世

電言1や 面官いで
1イ曰311ね盲姜tお 受tiし ます。 工平l=応 じ`た

イヽ舌報靖詢峡、t行、1、 子育て中の′l出 み手ti ttt■ な寝援4業

副弘̀お 繋ぎして、 土口が見えるよで'寄 |1糸、1■ ■ο

対象■妊娠中から子育て中の家庭(ママ、パバ、祖父母世代もどうぞ)

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。

□口劃霞獨7月の日程は、お問い合わせください。

に、ご相談く7=きじ1!

子育て家庭の無料相談憲口
利用者支援専任スタツ7

|―‐ ―‐
―

量 ‐4‐

氏ノしt、■インフォメーション
|｀
ヽ 045-391-8316

開館時間●火～土曜日 9:30～ 15:30
休館 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歳の末就学のお子さんと

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.」 p

URL● https://nico― t.」 p

にこてらすHP
蠅

_ ′

＼、1が毛/

 ` 10

輻饉 「 にごてらす」 は NpO法 人さくら畑 F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
前の横断
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

エ

地域情報も
あるよ

マ 、

くアクセス>
●電車の場合●相鉄線三ツ境駅から健脚な万で徒歩 12分

駅改札を出てすぐ生折、ワイアードカフェを左折、相鉄ライフ出□右手にあ

るエレベーターで 1階へ。タクシー乗り場つたいに進み、歩道構下の横断歩

道を美容院側へ渡り、歩道を進む。中丸バス厚、地下適入り□を過ぎたら横

断歩道を渡る。もにカーフをすすみ、道なりに左へ入り 100M運 む。左手

に「せやまる 。ふれあい館」の入リロあり。

●お車の湯合●

駐車場合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い。

イラスト提供●浅羽 みつ子/田中 真由  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

ひろばのご利用に関して

lこ こてらす(Dスタッ7カゞ

プレイルームに行きま寸 !

毎月開催している(Dで、

(文 )、

鸞

]

バスターミナル
●二つ橋
小学校

公園
●

エレベーター


