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(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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赤ちゃんの日

閉室日：12/28(木) 年末年始：12/29(金)～1/3(水)
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：１２月１３日（水）１０:００～１１:３０

「名前入りストラップ作り」
UV レジンを使って、世界に一つだけのストラップを
作りませんか？初心者の方も大歓迎！
講師：齋藤 麻美さん
材料費：３００円
■定員：６組（にこにこにて別室保育あり。６ヵ月～先着 4 名）
■申し込み期間：１１/２７(月)～１２/８(金)

●おはなしタイム 予約不要
日時：１２月１８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：１２月１５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。

●おしゃべりサロン
日時：１２月６日（水） １０:００～１１:３０
テーマ「女の子について話そう！」
■定員：５組（別室保育あり。６ヵ月～）
■申し込み受付開始：１１/２１(火)～１２/４(月)

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★
1(金)・8(金)…わらべ歌・手遊び
15(金)…身体計測日
22(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
「やきいも大会」
日時：12 月 9 日（土）9:30～11:00
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

子育て相談
日時：12 月 12 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

今年もいよいよあと一ヶ月となりました。皆さんにと
ってどんな一年でしたか？たくさんの出来事の中で一
緒に成長しているお子さんとママ、パパ。その様子を見
守る事ができる私たちはいつも元気を貰っているんで
すよ。一年間の頑張りに拍手を贈ります！
寒さがどんどんつのる時期です。体調をくずしたりし
ないように気をつけてください。今月は子育て中のママ
による講座や、お茶を飲みながらおしゃべりできるサロ
ンの日もあります。心も身体もあたたまる楽しいひとと
きを過ごしに、ぜひ遊びに来てください！

手遊び歌

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：１２月５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！

にこにこ図書部
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：1２月７日（木）１０時～
場所：加治東地区行政センター
詳しくはスタッフまで。

｢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

「どんどこ どん」作)和歌山静子 福音館
最初のページで野菜の葉っぱを見て、土の中で「どんどこ
どんどこ」どんな食べ物になるのかな？と、次のページに行
く前に、親子で当てっこして楽しんでください。縦開きなの
で、ごぼうの長さや大根の大きさなどが実感できます。小さ
な子のための科学絵本です。
「もう あかん！」作)岡田よしたか 学研プラス
顔はとってもとぼけているけれど、ウンチをする場所にこだ
わりがあるがゆえに、とても苦労してしまう犬の話です。大
阪弁です。笑えます。

１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：1 月 9 日（火）10:00～11:30
※予約不要

■お父さんと一緒 ※予約不要
日時：1 月 13 日（土） 9:30～11:00
「正月遊びをしよう！」
■おはなしタイム ※予約不要
日時：1 月 15 日（月）11:00～
■おさんぽにいこう！ ※受付開始 1 月 9 日(月)～
日時：1 月 17 日（水） 10:00～11:30
場所：いるか公園
■計測日 ※予約不要
日時：1 月 19 日（金）
10:00～11:30 13:00～15:00
■子育て相談 ※予約不要
日時：1 月 23 日（火）10:30～11:30
■にこにこ講座
日時：1 月 24 日（水）10:00～11:30
「ベビーマッサージ」講師：小玉育代さん
対象：０歳児(生後２ヵ月から)
定員：６組
上のお子さんの保育あり(先着 4 名)
※申し込み期間

1/４(木)～1/18(木)

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。

