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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

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。

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。

●にこにこ講座

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。

日時：１１月２２日（水）１０:００～１１:３０

「離乳食から普通食へ～聴いて･作って･食べよう♪」
離乳食中期から普通食までの移行のポイントをうかがい、
実際に簡単な調理を楽しみ、親子で一緒に食べましょう。
講師：管理栄養士 毛利 優香里さん
保育：調理中は保育あり （6 ヶ月から）
■定員：親子８組
■申し込み期間：１１/１(水)～１１/１５(水)

●おはなしタイム 予約不要
日時：１１月２０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：１１月１７日（金） 10:00～11:30 13:00～15:00
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！
みんなで「岩沢運動公園」に行きましょう！
日時：１１月８日（水） １０:００～１１:３０
■申し込み受付開始：１１/１(水)～

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★
10(金)…わらべ歌・手遊び
17(金)…身体計測日
24(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
「小麦粉粘土あそびをしよう！」
日時：1１月１１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 21 日（火）10:30～11:30
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。

おでかけ広場
それいけ！かじっ子ひろば
にこにこでは毎週水曜日と金曜日の午後を「赤ちゃん
の日」としています。赤ちゃんの日には 2 か月の赤ちゃ
んから、よちよち歩きのお子さんまでが遊びに来ていま
す。子育てについてのおしゃべりや情報交換をしたり、
簡単なわらべ歌や手遊びをみんなで丸くなって楽しみ
ます。赤ちゃんがいてまだ来たことがないお母さん、お
父さん、ぜひ一度遊びに来てください。赤ちゃん用のお
もちゃを用意して待っています。今月は作って食べる離
乳食の講座もありますよ。お楽しみに。また、11 月 27
日に行われる愛育会加治支部のみなさんの母子交流会
に、にこにこスタッフが行き一緒に遊びます。赤ちゃん
も大きい子もみんな、遊びに来てね！

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１５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】 にこにこひろばにて保育あり（6 ヶ月から）
【募集期間】
10 月 19 日（木）～11 月 8 日（水）まで
【申し込み・お問い合わせ】 にこにこひろば

「ママは悪くない！」子育ては”科学の力”でラクになる
著)ふじいまさこ 主婦と生活社
昨年、NHK スペシャルで放送され、反響の大きかった番組
がコミック＆エッセイになって登場。楽しいはずの育児がな
ぜこんなに辛いのか？苦しいのか？孤独なのか？その理由
が分かります。

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をしたり、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：１１月７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。
どなたも気軽に遊びに来てください！

母子愛育会 加治支部 母子交流会のお知らせ
11 月２７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！

１２月のお知らせ
■おでかけ広場 それいけ！かじっ子ひろば
日時：1２月５日（火）10:00～11:30
※予約不要

■おしゃべりサロン ※別室保育あり(6 ヵ月～)
日時：12 月６日（水）10:00～11:30
「テーマ：女の子について話そう！」
※申し込み期間 11/21 (火)～12/4 (月)
■お父さんと一緒 ※予約不要
日時：1２月９日（土） 9:30～11:00
「やきいも大会」
■子育て相談 ※予約不要
日時：1２月 12 日（火）10:30～11:30
■にこにこ講座
日時：12 月 13 日（水）10:00～12:00
「名前入りストラップ作り」※材料費￥300
講師：齋藤麻美さん
定員：６組(別室保育あり 6 ヵ月～)先着 4 名
※申し込み期間

11/27(月)～12/8(金)

■計測日 ※予約不要
日時：12 月 15 日（金）
10:00～11:30 13:00～15:00
■おはなしタイム ※予約不要
日時：12 月 18 日（月）11:00～

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。

