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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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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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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
「自分に合ったお片付けルール」
日時：１２月７日（水）１０:００～１２:００
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。
講師：石井なおみさん
会場：加治東地区行政センター 和室
■定員：８組（別室保育あり 6 か月～）
■申し込み期間：１１/１６（水）～１１/３０（水）
予約不要

日時：１２月１９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。
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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。
★１２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
初めての方もぜひ遊びに来てください。

お父さんと一緒
「クリスマス飾りを作ろう！」
日時：１２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

予約不要

日時：１２月１６日（金） 9:30～12:00 13:00～15:30
希望するお子さんの身長・体重をスタッフが計測します。

子育て相談

●おしゃべりサロン

日時：１２月１３日（火）

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 （見守り保育あり）
■申し込み期間：１１/１６（水）～１１/３０（水）

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。

ひんやりした空気に冷たい風。季節はもうすっかり冬で、
今年も残りあと１ヶ月となりました。体調を崩しやすい時
期でもありますが、今月も元気に遊びにきてくださいね！
にこにこでは、たくさんの絵本が棚にならんでいます。
１人 2 冊までになりますが、貸し出しもしています。赤
ちゃん向けの絵本や、もう少し大きくなると楽しめる物語
の本・しかけ絵本などもあります。また、パパママ向けの
本もそろえてありますので、ひろばに遊びにきたときには
ぜひチェックをしてみてください。

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】 12 月 14 日（水）
10：00～12：00
【会 場】 加治東地区行政センター 和室
【対 象】 未就園の多胎児を育てているママと
プレママ 6 名（先着順）
【保 育】 子育てひろば にこにこにて保育あり
（6 ヶ月から）
【募集期間】
11 月 28 日（月）～12 月 9 日（金）まで
【申し込み・お問い合わせ】
子育てひろば にこにこまで

手遊び歌 ｢サンタになっちゃった｣
１本と１本で おはなになって
２本と２本で まゆげになって
３本と３本で おひげになって
４本と４本で ぼうしになって
５本と５本で 雪をふらせて
サンタになっちゃった

「ちいさいわたし」作）かさいまり くもん出版
ちいさい子どもたちは大きいお兄ちゃんやお姉ちゃ
んみたいに、早く色々なことができるようになりたい
と思っています。その気持ちにそっとやさしく寄り添
って「その途中もとても大事なんだよ」と見守る大人
たちのまなざしが、子どもの成長を支えていくんです
ね！この本を読むとそんなやさしい気持ちになれます。
「読み継ぐべき絵本の名作２００」マガジンハウス
世間で名作といわれている絵本の、生まれた背景や
作者の思いなどを知るともっとその絵本が好きになる
かも？！子どもの頃に出会ってなつかしい！と思う人
や出会ったことがないという人も、このガイドブック
で、自分の子どもに読んであげたいと思う本がたくさ
ん見つかるといいなあ！！

１月のお知らせ
■お父さんと一緒 ※予約不要
日時：1 月 14 日（土）9:30～11:00
「お正月遊びをしよう！」
■おはなしタイム ※予約不要
日時：1 月 16 日（月）11:30～
■子育て相談 ※予約不要
日時：1 月 17 日（火）11:00～12:00
■計測日 ※予約不要
日時：1 月 20 日（金）
9:30～12:00 13:00～１５:30
■にこにこ講座 受付 1 月 4 日(水)～18 日(水)
日時：1 月 24 日（火）10:00～12:00
「子育てママにやさしいライフプラン勉強会」
会場：加治東地区行政センター 第２会議室
定員：10 組（別室保育あり ６か月～）

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/

