
鈴鹿市子育て支援センターりんりん  

〒510-0261 鈴鹿市御薗町 4135-124     

電話・ＦAX 372-3303  相談電話  372-3338    

   メールアドレス rinrin@city.suzuka.lg.jp 

＊「りんりんだより」及び「行事カレンダー」は，鈴鹿市ＨＰ→ 

『子育て･教育』→『子育て支援センター』→『りんりん』からご覧いただけます。  

子育て応援サイトきら鈴（りん）でもスケジュール閲覧可 

行事のお知らせ  赤ちゃん広場（時間：10:00～11：30） 
 〇4／23(金)9～11か月 〇4／27（火）6～8か月〇4／28(水)0～5か月 

月齢に分かれて赤ちゃん広場を開催しています。保健ミニ講話を聞いたり，親子で

手遊びやふれあい遊び，絵本などを楽しんだ後，お家の方と職員で交流会をしてい

ます。同じ月齢の子を持つお家の人同士知り合えるきっかけに 

なっていますよ。ぜひお子さんと一緒に遊びに来てゆったりと過ご 

してくださいね。 

     りんりんだより 4月                                                                                

           
 

 

りんりんってどんなところ？      親子で遊びに来てね！！！ 
☆りんりんは，0 歳から 6 歳(就学前)までのお子さんとその保護者が一緒に遊ぶ

ことができます。 

☆年齢別や月齢別の行事，他にも親子で楽しめるいろいろな行事を行っています。 

☆保育士・保健師による子育て相談や電話相談も行っています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4月中も予約制にて開放します。 

利用したい日の前日から当日の受付時間（9：30～16：00）に電話（ＦＡＸ）または直接

お申し込みください。（休館日を除く） 

(午前の部） 9：30～12：30 (午後の部）13：30～16：30  各先着 20組  

＊食事，おやつ等のランチルームの利用はできません。 

水分補給はランチルームを使用していただけます。 

＊来館前に健康チェックと検温をしていただき，マスクを着用してお越しください。 

＊カレンダーに記載の 4 月の行事申し込みについては，申込日の受付時間（9：30～

16：00）に電話（ＦＡＸ）または直接お申込みください。 

来館前の健康チェックはどんなことすればいいの・・・？ 
◎ご家庭で検温をしてからご来館ください。 

◎下記の風邪のような症状はありませんか。 

□３７．５℃以上の発熱   □くしゃみ・鼻水       □頭痛       

□咳                  □のどの痛み         □関節痛  

□息苦しさ（呼吸困難）   □激しい倦怠感・疲労感  □激しい寒気（悪寒） 

月 火 水 木 金 土 日

1 2 3 4
さくらんぼ(多胎児)広場申込日
(受付時間)9:30～16:00
時：4／9（金）
     10:00～11：00
場：りんりん会議室
対：市内在住の多胎児と保護者
　　多胎児を妊娠中の方

小児科医による育児相談
時：13:30～14:15
対：市内在住の0歳～6歳
　　（就学前）までの子と保護者
場：りんりん会議室
担：小児科　駒田幹彦医師

１歳のリズム遊び申込日
(受付時間)9:30～16:00
時：4/15（木）
　　①10：00～10：30
　　②10：30～11：00
※どちらかの時間を選んで
　ご参加ください。
対：市内在住の1歳の子と
　　保護者
場：りんりん会議室

お父さんも遊ぼうデ－
時：10:00～11:30
対：市内の0歳～6歳
    (就学前)までの子と父
場：りんりんプレイルーム
内：はぎ先生と遊ぼう

休館日

5 6 7 8 9 10 11

休館日

1歳広場申込日
(受付時間)9:30～16:00
時：4／20（火）
　　10:00～11:30
対：市内在住の1歳の子と
　　保護者
内：手遊び，ふれあい遊び,
　　手作り玩具作り，4月誕生会など

身長体重測定
時：10:00～11:00
＊上記の時間内に実施して
   います。
持：発育測定を希望される方は
　　バスタオルをお持ちください。

牛乳パックでいす作り申込日
（受付時間）9：30～16：00
時：4／22(木）
　　10:00～11：00
対：市内在住の0歳～6歳
　　（就学前）の子と保護者
場：りんりん会議室

身長体重測定
時：10:00～11:00
＊上記の時間内に実施して
   います。
持：発育測定を希望される方は
バスタオルをお持ちください。

英語で遊ぼう申込日
(受付時間)9:30～16:00
時：4/14（水）
　　10：00～10：30
対：市内在住の0歳～6歳
　　（就学前）までの子と保護者
場：りんりん会議室

さくらんぼ(多胎児)広場
時：10:00～11:00
場：りんりん会議室
対：市内在住の多胎児と保護者
　　多胎児を妊娠中の方
持：発育測定を希望される方は
　　バスタオルをお持ちください。

りんりんセミナー申込日
(受付時間)　9：30～16:00
時：4/21(水)①14：00～14：30
　　　　　　　　　②14：30～15：00
対：市内在住の0歳～6歳
　　(就学前)までの子と保護者
場：りんりん会議室
内：『トイレトレーニング
　　(おむつはずし）について』

休館日

12 13 14 15 16 17 18

休館日 休館日

英語で遊ぼう
時:10：00～10：30
対：市内在住の0歳～6歳（就学前）
　　までの子と保護者
場：りんりん会議室

赤ちゃん広場申込日
(受付時間)9:30～16:00
■時：4／23（金）　10:00～11：30
　対：市内在住の9か月～11か月
　   　の子と保護者
■時：4／27（火）　10:00～11：30
　対：市内在住の6か月～8か月
　　 の子と保護者
■時：4／28（水）　10:00～11：30
　対：市内在住の0か月～5か月
　　   の子と保護者
内：手遊び，ふれあい遊び，
　　交流会など

1歳のリズム遊び
時：①10:00～10：30
　　②10：30～11：00
対：市内在住の1歳の子と
　　保護者
場：りんりん会議室

作って遊ぼう
時：１０：００～１１：00
　  14：00～15：00
＊上記の時間内にお越しくだ
   さい
対：市内,市外の0歳～6歳
　　(就学前)までの子と保護者
場：りんりん会議室
内：こいのぼりのぽっとん落とし作り

２歳以上広場申込日
(受付時間)9：30～16：00
時：4/30（金）
　　10：00～11：30
対：市内在住の2歳～6歳
　（就学前）までの子と保護者
内：リトミック
　　4月誕生会

休館日

19 20 21 22 23 24 25

休館日

１歳広場
時：10:00～11:30
対：市内在住の1歳の子と
　　保護者
内：手遊び，ふれあい遊び，
　　手作り玩具作り，4月誕生会など
持：発育測定を希望される方は
　　バスタオルをお持ちください。

ベビーサイン申込日
(受付時間)9:30～16:00
時：5/13（木）
  　10:00～11:30
対：市内0歳～2歳くらいまでの
　　子と保護者,市内在住の初めての
　　妊婦さん
内：ベビーサイン

りんりんセミナー
時：①14:00～14：30
　　②14：30～15：00
対：市内在住の0歳～6歳
　（就学前）までの子と保護者
所： りんりん会議室
内：『トイレトレーニング
　　（おむつはずし）について』

さくらんぼ(多胎児)広場申込日
(受付時間)9:30～16:00
時：5／１4（金）
     10:00～11：00
場：りんりん会議室
対：市内在住の多胎児と保護者
　　多胎児を妊娠中の方

牛乳パックでいす作り
時：10:00～11:00
対：市内在住の0歳～6歳
　（就学前）までの子と保護者
場：りんりん会議室
持：新聞紙，布ガムテープ

２歳以上広場申込日
(受付時間)9：30～16：00
時：5/18（火）
　　10：00～11：30
場：青少年の森　多目的グラウンド
　　（雨天：子育て応援館はぐはぐ）
対：市内在住の2歳～6歳
　（就学前）までの子と保護者
内：ミニ運動会，5月誕生会

赤ちゃん広場
時：10:00～11:30
対：市内在住の9か月～11か月
　　の子と保護者
場：りんりんプレイルーム
内：手遊び，ふれあい遊び，
　　交流会，身長体重測定
持：身長体重測定を希望される方
　　はバスタオルをお持ちくださ
　　い。

初めてのマタニティ広場
（沐浴教室・
　　　ベビーマッサージ体験など）
時：10:00～11:30
　   14:00～15:30
対：市内在住の初めての妊婦さん
　　で安定期～34週頃までの方と
　　その家族
場：りんりん会議室

休館日

26 27 28 29 30

休館日

赤ちゃん広場
時：10:00～11:30
対：市内在住の6か月～
　　8か月の子と保護者
場：りんりんプレイルーム
内：手遊び，ふれあい遊び，
　　交流会，身長体重測定
　　スキンケアの話
持：発育測定を希望される方は
　　バスタオルをお持ちください。
　

赤ちゃん広場
時：10:00～11:30
対：市内在住の0か月～
　　5ヶ月の子と保護者
場：りんりんプレイルーム
内：手遊び，ふれあい遊び，
　　交流会，身長体重測定
持：発育測定を希望される方は
　　バスタオルをお持ちください。

初めてのマタニティ広場
赤ちゃん広場デビュ―
時：10:00～11:30
対：市内在住の初めての妊婦さん
　　で安定期～34週頃まで方と
　　その家族
内：赤ちゃん広場デビュー，お産の
　　イメジェリー(お産のイメージ
　　トレーニング）など
講：助産師

休館日

2歳以上広場
時：10:00～11:30
対：市内在住の2歳～6歳（就学前）の
　　子と保護者
内：リトミック，4月誕生会など

行事カレンダー

　

　　　休館日：日曜日，月曜日
　　　　　　　 第2火曜日，祝日

午前の利用予約者午前の利用予約者

各先着20組

先着20組

要予約

要予約

各先着5組

先着6組

要予約

要予約

要予約

午前・午後の利用予約者

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

要予約

各先着10組

要予約

先着20組 先着20組

先着15組

要予約

先着10組

要予約

mailto:rinrin@city.suzuka.lg.jp

