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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。
月

午前

火

水

木

金

土

日

1

2

3

4

5

6

11

12

13

○

お父さんと一緒
加治東保育所
9:30～11:30

○

午後
7

8

○

○

午前
午後

赤ちゃんの日

祝・お休み

9
○
おさんぽにいこう！

10

15

17

18
○
計測日
赤ちゃんの日
計測日

19

20

24

25

26

27

にこにこ講座

○

○

赤ちゃんの日

○
○

午後

午前
午後

閉室
22
○
子育て相談

○

○

28

29

○

○

午前
午後

○
赤ちゃんの日

21
○
おはなしタイム

23
祝・お休み
30
○
閉室

閉室日：１１/１４午後・１１/３０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。
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
「手縫いでチクチク手作りスタイ」
日時：１１月２４日（木）１０:００～１２:００
世界に一つだけのスタイを作ってみませんか？
チクチクが苦手な方、久しぶりな方、この機会に楽しみましょう！
プレママさんも申し込みができます。
講師：内沼 恵さん
■定員：６組
■保育：別室保育あり（4 ヶ月から）
■申し込み開始：１１/２（水）～18（金）

●おはなしタイム

予約不要

日時：１１月２１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。
●計測日

赤ちゃんの日

赤ちゃんの日
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日時：１１月１８日（金）

○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。
★１１月の楽しいプログラム★
4(金)・11(金)…わらべ歌・手遊び
18(金)…身体計測日
25(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【焼き芋大会】
園庭でみんなでおいもを焼いて
食べましょう！
日時：１１月１２日（土）9:30～11:30
時間が遅くなることがあります。
場所：加治東保育所
持ち物：さつまいも 1 人１本
飲み物・着替え・タオルなど

希望するお子さんの身長・体重をスタッフが計測します。

●おさんぽにいこう！ あけぼの子どもの森公園

子育て相談

日時：１１月９日（水）１０:００～１１:３０
集合場所：あけぼの子ども森公園 入口
申し込み開始：１０/２６（水）9：30～
※雨天中止

日時：１１月２２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。

子育てひろばにこにこ（以前は「つどいのひろばにこに
こ」という名前でした）は平成 17 年の 10 月に、飯能第
一小学校の空き教室を借りて始まりました。平成 25 年度
からはここ加治東保育所の一角に移りました。今年から新
たにスタッフに加わった 3 人は、飯能市に子育て支援拠
点ができて、そこに親子で遊びにきていたママたちです。
10 年ひと昔と言いますが、10 年経って彼女達が子育て
支援の現場に入ってきてくれたことを大変うれしく、また
心強く思います。

橋詰 かおる (はしづめ かおる)

「ふみきりくん」こどものとも年少版 11 月号
作）えのもとえつこ 福音館
ふみきりが主役の絵本が出ました。と～ってもはたら
きもののふみきりくん。みんなが大好きな電車が安全
に通れるように、毎日頑張ってるんだね。踏切好きに
はたまらない絵本ですね。

１２月のお知らせ

１０年程前、親子で通ったひろばにスタッフとし
て仲間入りできて嬉しいです。小学生２人の母で
す。どうぞよろしくお願いします。

11 月 2８日（月）10:00～11:30 に加治地区行
政センターで、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！

手遊び歌
｢やきいもグーチーパー｣
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

「どんないろがすき」
絵）100%ORANGE フレーベル館
どんないろ～が好き、
「あか！」、あかいいろ～が好き
おなじみの歌が絵本になりました。色がハッキリして
いてとても綺麗です。

パー

■お父さんと一緒 ※予約不要
日時：12 月 10 日（土）9:30～11:00
「クリスマス飾りを作ろう！」
■子育て相談 ※予約不要
日時：12 月 13 日（火）
■計測日 ※予約不要
日時：12 月 16 日（金）
■おはなしタイム ※予約不要
日時：12 月 19 日（月）11:30～
■おしゃべりサロン（見守り保育あり）
日時：12 月 2 日（金）10:00～12:00
お茶を飲みながら、おしゃべりしませんか？
定員：5 組
受付期間：11/16(水)～11/30(水)
■にこにこ講座（別室保育あり）
「自分に合ったお片付けルール」
日時：12 月 7 日（水）10:00～12:00
講師：石井なおみさん
定員：8 組
どうして散らかるの？収納方法がわからない
などのお悩みをママの目線で考える整理収納
アドバイザーによる片付け講座です。
受付期間：11/16(水)～11/30(水)

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/

