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発行：子育てひろばにこにこ
(ＮＰＯ法人 子育て応援ゆう)
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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にこにこ講座の申し込みは、
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
「ベビーマッサージ」
日時：９月２１日（水）１０:００～１１:３０
講師：小玉育代さん
場所：加治東地区行政センター 和室
赤ちゃんとふれあいながら、ママもリラックスできるベビーマッ
サージを、お話を交えながら学びます。
対象：０歳児（首がすわったくらいから）
別室保育：上のお子さんがいらっしゃる場合、上のお子さんは
子育てひろばにこにこで保育いたします。先着６名
■定員：親子１０組

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。予約不要
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閉室日：９/１２午後・９/３０午後
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。
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■申し込み期間 ９/１（木）～15（木）
※ひろばは、通常通り遊べます。

16
○
計測日
赤ちゃんの日
計測日

祝・お休み

赤ちゃんの日

午前
午後

○

○

午後

午後

8

○
○

午前

7

閉室
○印は開室しています。
午前 9:30～12:00 午後 1:00～3:30

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。
★９月の楽しいプログラム★
２(金)・９(金)…わらべ歌・手遊び
１６(金)…身体計測日
２３(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。

お父さんと一緒
【野をこえ山こえ
探検ごっこをしよう！】
日時：９月１０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

●計測日

子育て相談

日時：９月１６日（金）

日時：９月１３日（火）

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

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。

にこにこでは、水曜日と金曜日の午後は、「赤ちゃんの
日」となっています。寝がえりをしない赤ちゃんからヨチ
ヨチ歩きのお子さんまでが利用できます。
月齢の近い子どもを持つママ同士が知り合いになった
り、少し先輩ママから子育ての経験談を聞いたり、楽しい
交流の時間となっています。第４金曜日の午後は、好きな
お茶を飲みながら、ほっとできる時間もあります。
そして、今月の講座は、「ベビーマッサージ」です。赤
ちゃんとのスキンシップを楽しみましょう。もし、上のお
子さんがいらっしゃる場合、先着６人まで保育いたします
ので、ぜひ申し込んでくださいね！

地域交流広場
「加治東ふれあい広場」のお知らせ
加治東地区の三世代交流の場です。
今月はにこにこスタッフによる「ミニ運動会」です。
玉入れ・ボール送り・パン取り競争など、親子で楽し
めます。
日時：９月１３日（火）10：30～11：30
（開場は 10：00）
場所：加治東地区行政センター 集会室
参加費：100 円
持ち物：飲み物、汗ふきタオル

わらべ歌
｢ここは とうちゃん にんどころ｣
ここは とうちゃん にんどころ
ここは かあちゃん にんどころ
ここは じいちゃん にんどころ
ここは ばあちゃん にんどころ
ここは ねえちゃん にんどころ
だいどう だいどう こちょ こちょ こちょ

「きらきら いろ」My First Colors 講談社
赤ちゃんが色について学べる絵本です。きらきらの色
がとてもきれいで、触って遊べます。
「つんっ！」新井洋行 ほるぷ出版
あひるさんや高く積んだ積み木などを、優しく指で「つ
んっ！」とつついてみるとどうなるかな？実際に触っ
て遊んでみてね。

１０月のお知らせ
■お父さんと一緒 ※予約不要
日時：10 月 8 日（土）9:30～11:00
「秋の自然の中を歩こう！」
■おさんぽにいこう ＊受付開始：9 月 27 日（火）
日時：10 月 12 日（水）11:30～
いるか公園
■おしゃべりサロン ＊受付 9/28（水）～10/12（水）
日時：10 月 14 日（金）10:00～12:00
■おはなしタイム ※予約不要
日時：10 月 17 日（月）11:30～
■子育て相談 ※予約不要
日時：10 月 18 日（火）
■にこにこ講座 ＊受付開始：10 月 3 日（月）
「離乳食（中期）を作って、食べよう！」
日時：10 月 19 日（水）10:00～12:00
■計測日 ※予約不要
日時：10 月 21 日（金）

手遊び歌
｢げんこつやまのたぬきさん｣
げんこつやまのたぬきさん
おっぱいのんで ねんねして
だっこして おんぶして
またあした

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/

