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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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赤ちゃんの日

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。

○印は開室しています。

ひろばが変わりました！ 名称：地域子育て支援拠点 「にこにこひろば」
開室時間：月曜日～金曜日の１０:００～１５:００（ランチタイム１１:４５～１２:４５）
※お弁当を持参すれば、ひろばで食べることができます。
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
「イヤイヤ期の子育てについて」
臨床心理士である佐々木先生にイヤイヤ時期の子育てポイントに
ついてお話をしていただきます。
日時：５月２４日（水）１０:００～１１:３０
講師：佐々木 牧子 先生
■定員：８組
■申し込み開始：５/１(月)～

●おはなしタイム 予約不要
日時：５月１５日（月）１１:００～
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 予約不要
日時：５月１９日（金） 10: 00～11:30 13:00～15: 00

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。
★５月の楽しいプログラム★
12(金)…わらべ歌・手遊び
19(金)…身体計測日
26(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
「春を見つけに行こう！」
日時：５月１３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

希望するお子さんの身長・体重をスタッフが計測します。

●おでかけ広場 予約不要
日時：５月１１日（木） 10: 00～11:30
場所：あけぼの子どもの森公園

子育て相談
今月はにこにこ講座内での相談に
なりますので、講座にお申し込みください。

にこにこ図書部

桜満開の景色からあざやかな新緑の季節になりまし
た。ついウキウキと気持ちも上がりますね。子どもとお
散歩にもピッタリの季節です。子どもは新しいものやス
テキなものを見つけるのがとっても上手ですよ。爽やか
な風、足元のカラフルなお花やかわいい虫たち、唄う鳥
さん…お外にあふれる元気な世界を子どもと一緒にじ
っくり味わうのも良いかもしれません。いいお散歩スポ
ットを知ってるよ、見つけたよなどの楽しいお話があり
ましたら教えて下さいね。
今月は、にこにこの「おでかけ広場」（あけぼの子ど
もの森公園）や加治東保育所の園庭解放、第２土曜日に
は「お父さんと一緒」で春を見つけに行こう！イベント
などの楽しい企画があります。是非ご参加お待ちしてい
ます。

おでかけ広場
それいけ！かじっ子ひろば
にこにこひろばのスタッフがおもちゃを持っ
て、加治地区行政センターに行きます！体を動か
したり工作したり、手遊びや絵本も楽しめます。
ぜひ、遊びに来てください。
日時：５月２日（火）10:00～11:30
会場：加治地区行政センター 集会室
☆予約は要りませんので、
気軽に遊びに来てください！

「ノンタン・タータンあそび図鑑」作・絵) 偕成社
一冊の本の中にたくさんの知識と楽しさが詰まってい
ます。どのページを開いてもノンタンと親子で遊べます。

絵本とお話が好きな人も絵本選びに困
っている人もみんなあつまれ～
日時：５月２３日（火）１０時～
場所：加治東地区行政センター
第 1 会議室
詳しくはスタッフまで。
駿河台大学と飯能市による連携事業
ワクワクフェスタ２０１７
～みんなと育てる安心感 子育てっておもしろい！！～
飯能市の子育て支援拠点６か所のスタッフと一緒に、駿河台
大学の広～い芝生で親子で運動遊びや、展望室にのぼって自
分のおうちを探してみよう！
日時：６月１０日（土） 10:00～12:00
場所：駿河台大学 中庭 芝生の広場（雨天時体育館）
内容：さかなつりあそび、コオーディネーショントレーニン
グ、楽器遊び、15 階から自分のお家をさがそうなど
対象：市内在住の１歳～就学前までの親子
（兄弟姉妹に限り小学生可）
定員：８０組（申込順）
持ち物：飲み物（甘くないもの）、レジャーシート、
動きやすい服装、着替え、帽子など
申込：５月９日（火）から電話または直接子育て支援拠点へ
※お弁当は芝生の広場で食べられます。
また学食も使用できます。
※駐車場あり。飯能駅・元加治駅から往復バスあり。

６月のお知らせ
■おでかけ広場 それいけ！かじっ子ひろば
6 月 6 日（火） 10:00～11:30 ※予約不要
■お父さんと一緒 ※予約不要
6 月 10 日（土） 9:30～11:00
「水遊びグッズを作ろう！」
■計測日 ※予約不要
日時：6 月 16 日（金）
10:00～11:30 13:00～15:00
■おはなしタイム ※予約不要
日時：6 月 19 日（月）11:00～
■子育て相談 ※予約不要
日時：6 月 20 日（火）10:30～11:30
■にこにこ講座 ※受付開始 6/1(木)～
日時：6 月 21 日（水）13:00～15:00
「歯と歯磨きのお話」
講師：大野デンタルクリニック 大野康 先生
定員：8 組(別室保育あり、6 ヶ月～)
■おしゃべりサロン ※受付開始 6/2(金)～
6 月 26 日（月） 10:00～11:30

地域子育て支援拠点 にこにこひろば
開室日：カレンダーをご覧ください。
時 間：10：00～15：00
ランチタイム：11：45～12：45
お弁当を持参すれば食べることができます。
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

にこにこひろば
入口

加治東保育所

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。
にこにこひろばは、飯能市子ども・子育てワクワクプランの一環として、
『ＮＰＯ法人
ホームページのアドレスはこちら➟http://www.nikoniko.justhpbs.jp/

子育て応援ゆう』が受託・運営しています。

