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にこにこは０・１・２・３歳のお子さんをもつ親子が交流できるひろばです。プレママもどうぞ。
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閉室日：11/16 午後・11/30 午後 11/25 のぴーなっつサロンのお知らせは、裏面にあります。
○印は開室しています。
注 意：都合により、スケジュールが変更になる場合があります。
午前 9:30～12:00 午後 1:00～3:30
にこにこ講座・外遊びの申し
込みは、ご本人が直接ひろば
にて、またはお電話にてお申
し込みください。

●にこにこ講座
「歯と歯磨きのお話」
日時：１１月１８日（水）１３:００～１５:００

講師：大野デンタルクリニック 大野 康 先生
とても温かいお人柄で毎回大好評の大野先生の歯のお話です。
歯を大切にすることから広がる深い話や、歯みがきのコツなども
教えてくださいます。
■１１/２（月）9：30 より申し込み受付開始。
■定員：親子１０組

赤ちゃん（おおむね１歳まで）の日
（水・金曜日の午後）
赤ちゃんの日は、ハイハイ・ヨチヨチまで
のお子さんの日となります。赤ちゃん同士
の交流をゆったりとお楽しみください。
★今月の楽しいプログラム★
６・１３(金)…わらべ歌・手遊び
２０(金)…身体計測日
２７(金)…お茶を飲みながら
リラックスタイム
初めての方もぜひ遊びに来てください。

●おはなしタイム
日時：１１月１６日（月）１１:３０～
地域の読み聞かせボランティアさんが、わらべうた・絵本・手遊び
パネルシアターなどをしてくださいます。歌に合わせた手袋人形、
あっとおどろくパネルシアターなど、毎回違った出し物を親子で
楽しめます♪予約不要です。
●計測日
日時：１１月２０日（金）
希望するお子さんの身長・体重をスタッフが計測します。
午後は赤ちゃんの日ですので、おおむね 1 歳までのお子さんが
対象です。予約不要です。
●外遊び

日時：１１月４日（水）１０:００～１１:３０
みんなで岩沢運動公園までお散歩に行って遊びましょう。
■１０月２６日（月）より受付開始。■雨天中止

お父さんと一緒
「秋の自然の中を歩こう！」
日時：1１月 1４日(土)９:３０～１１: 0０
場所：加治東保育所
持ち物：飲み物・着替え・タオルなど

子育て相談
日時：１１月１７日（火）
11：00～12：00
臨床心理士の佐々木先生による子育て相談を行
っています。ひろばの中で子どもと一緒に遊び
ながら、子育てについての不安や子どものしつ
けで困っていることなどを相談出来ます。気軽
に相談してみませんか。

朝晩のひんやりとした空気や
木々の色付きに秋の深まりを感じ
ます。今年は、柿やどんぐりも沢山
実り、楽しみも倍増しましたね。に
こにこでも、
「どんぐりころちゃん」
の当てっこ遊びをしたり、いるか公
園にお散歩に行きどんぐり拾いをしたりして楽しみま
した。また、10 月は運動会シーズンということで、保
育所の地域交流会や加治東ふれあい広場でのミニ運動
会に参加し、保育所のお友だちや地域の方との交流を
楽しむこともできました。にこにこでは、11 月も外遊
びを予定しています。風が冷たくなる前に、落ち葉を
踏んでお散歩に出かけましょう！“一人で公園へ行く
のはちょっと寂しい”というお友だちは、にこにこの
外遊びや加治東保育所の園庭開放がおすすめです！

《おしらせ》
昨年に続き、11 月 26 日(木)10:00～12:00 に加治
公民館で、母子愛育会加治支部と一緒に母子交流会を
開催します。楽しいことや新しい出会いに胸がワクワ
クしています！お近くにお住まいの方は、是非遊びに
来てくださいね♡ お待ちしていま～す！

おすすめ本の紹介
にこにこ文庫の本はひろばで読んで気に入ったら、
借りていっておうちで読むこともできます。
ぜひ利用して下さいね。
「おやすみなさい」作）新井洋行

童心社

講座報告 ９月１６日（水）
「幼児のおやつについて」
保健センターの青木管理栄養士さんを講師にお招
きして、幼児のおやつについての講座を開きました。
メニューは、ご飯をつぶして作る「手作りせんべい」
と、豆乳と片栗粉で作る「豆乳もち」の２品でした。
子どもたちが別室で保育スタッフと遊んでいる間に
ママだけで調理して、最後にみんなで「いただきます」
をして試食をしました。どちらも家庭にある食材で、
さらにいろいろアレンジできるレシピでした。
子どもの食事やおやつについてのお話もあり、「勉
強になった」
「楽しかった」
「おいしかった」などの感
想がありました。
ひろばにレシピがありますので、スタッフに声をか
けてくださいね。

ふたご・みつご・・・多胎児のママとプレママのための

ぴーなっつサロン

参加者募集！

ふたご、みつご・・・多胎児を育てているママとプレママ
のみなさん、お子さんを信頼できる保育者にあずけて、
お茶を飲みながら話をしませんか？
【日 時】 11 月 25 日（水） 10：00～12：00
【会 場】 加治東公民館 第１会議室
【対 象】 未就園の多胎児を育てているママと
プレママ 優先 5 名（先着順）
【保 育】 子育てひろば にこにこにて別室保育あり
【費 用】 無料
【募集期間】10 月 26 日（月）～11 月１８日（水）まで
☆申し込み・お問い合わせは、子育てひろば にこに
こまで。

大好きなくまさんやねこさんたちをそれぞれふとんに寝か
せた後、子ども達もふとんをかけて「おやすみなさい」を
しますが・・・。親子で何度でも楽しめるしかけ絵本です。

手遊び歌 ｢やきいもグーチーパー｣
「どんぐり」作）エドワード・ギズス

光村教育図書

ちっちゃな黄色いどんぐりが一つ、地面に落ちました。そ
れを食べようと色々な動物がやってきます。でも、どんぐ
りは動物達に必死にお願いするのです。
「おねがい いまは
たべないで」さて、どんぐりはどうなるのでしょうか？

やきいも やきいも おなかが グー
ほかほか ほかほか あちちの チー
たべたら なくなる なんにも パー
それ やきいも まとめて グー チー パー

加治東保育所内
子育てひろばにこにこ
開室日：カレンダーをご覧ください。
時 間：午前 9:30～12:00
午後 1:00～3:30
住所：飯能市大字岩沢 1283-1
TEL・FAX：042-971-3001
E-MAIL:nikonikohiroba@aqua.ocn.ne.jp
駐車場：加治東地区行政センターの駐車場を
ご利用ください。
※駐車場が満車の時は、ひろばにお電話をください。
にこにこは、飯能市次世代育成支援行動計画の一環として、
『ＮＰＯ法人 子育て応援ゆう』が受託・運営しています。
ホームページのアドレスはこちら➟http://www.nikoniko.justhpbs.jp/

