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今月は午後
午後なので、時間に
午後
お気をつけください！
赤ちゃんの日
10/1・8・29（午前午後）
、
9/29、10/6・15・20・22・27（午後）
は赤ちゃん（１歳未満）の日。
★赤ちゃんは、赤ちゃんの日以外でも遊べます。
その他
★9/３０、10/31 は月末業務のため午後閉室します。
★ＮＰ＝ノーバディズパーフェクトプログラム。

ママのためのおしゃべりサロン

ミニ講座
１０／２２（水）１３：３０～１５：００
「離乳食について」
講師：小林恵理さん（管理栄養士）
飯能市保健センターの管理栄養士の
小林先生に、離乳食についてのお話を
うかがいます。
定員６名（見守り保育あり）
１０／１４（火）１０：００より申込み受付

１０／１５（水）１０：００～１１：３０
女の人って、話すことである程度のストレスが解消でき
るようになっているらしい。あなたも、日頃の思いを話
してみませんか？新しい出逢いや発見があるかも・・。

定員６名（見守り保育あり）

サロンとミニ講座の申し込みは、ご本人
のみでお願いします。直接ひろばで、ま
たは電話にてお申し込みください。

１０／６（月）１０：００より申込み受付

おそとであそぼ！
おはなしタイム
１０／２０（月）１１：３０～
おはなしシスターズがパネルシアターや手遊
び、絵本を読んでくれます。毎回、何が出てくる
かお楽しみ♪予約不要、みんな集まれ～！

１０／８（水）１０：００～１２：００
場所：中央公園
一緒にお外で元気に遊びましょう♪
参加希望者は、スタッフまで。

ひろばでは、第３または、第４月曜の午前１１：３０から、「おはなしタイム」をしています。
飯能市内の小学校で読み聞かせのボランティアをしている‘おはなしシスターズ’の方々が、毎
回、手作りの人形で手遊びをしたり、絵本を読んでくれたり、パネルシアターをしてくれたり、
と短時間に盛りだくさんのお楽しみタイムです。
先日は、ある親子が「図書館などの読み聞かせにも行きたいのですが、子どもが騒ぐのではな
いかと心配で行けませんでした。にこにこのおはなしタイムに、お試しのつもりで参加しました
が、（子どもが）楽しそうに見ていたので、自信がつきました。」と話してくれました。パネルシ
アターには毎回、たくさんの動物が出てくるので、小さいお子さんもじっと見ています。その動
物たちもシスターズの手作りの作品なので、温かさが伝わるのかな。お子さんが少しくらい騒い
でも大丈夫！おはなしの心地よさや楽しさを親子で味わってくださいね。

本の大好きなスタッフ
が選りすぐったにこにこ
文庫を紹介します。

☆おとな向け☆
月刊ＮＨＫ「すくすく子育て」
ＮＨＫ教育テレビで毎週土曜日夜９時から３０分放送している番組のテキストです。ひろばには最新号
がおいてあります。１０月号は「たっちのヒミツ」「離乳食」「はつらつ育児奮闘中」「赤ちゃんのく
せ」の他に特集として「ママ短歌のすすめ」があります。読んでみたらなかなかおもしろい！
バックナンバー（２００６年～）は貸し出しもしています。

☆子ども向け☆

こどものとも０・１・２「おおきい

ちいさい」元永足正作

福音館

「もこもこもこ」の絵本でおなじみの元永さんの作品。ふしぎな物体とあざやかな色づかいが宇宙の広
がりを感じさせてくれます。
「ぶうさんのブー」１００％ORANGE 作

福音館

ぶたの男の子がいろいろな動作をするのですが、言うことといえばなんでもかんでも「ブー」なのです。
ぶうちゃんのほのぼのした雰囲気がすてきです。赤ちゃんに話しかけながら読んであげてくださいね！

にこにこのホームページのお知らせ
親子で楽しめる公園情報など、少しずつ充実させていきますので、おすすめ情報がありましたら、メー
ルにてお待ちしています！

ホームページアドレス

http://www.justmystage.com/home/nikoniko/

保育士として長年こどもたちと関わってきたスタッフ
による子どもの成長にちなんだ育児のお話です。

我が家の子どもが 2～3 歳のころは、携帯電話がこんなに普及していなかったし、コードレス電話も結
構高価な物でした。(なんかすごーーく大昔みたいですね）子育ての情報交換や、ストレス発散には、
長電話が 1 番の楽しみでした。1 度電話をかけると、30 分くらいはあっという間。しかし、子どもたち
にとってもそれは至福の時間………というのも母はその時間は電話の場所から動けないのです。
クリスマスのケーキ作りをしている最中、電話がかかってきました。生クリームをホイップしていたボ
ールをその場に置いて電話に走っていきました。友人からの電話でしばらく話していると、息子はまず
お菓子の袋を持って『これ食べてもいい?』『だめ』と首を振る。『こっちはいい』とまた違う物をも
ってくる。恐―い顔で「だめ」。またまた違う物をもってきて『これは?』ますます怖い顔でにらむ。
しばらく姿が見えないと思いながらも、おしゃべりをつつけていたのですが、何か胸騒ぎがしたので受
話器を最大限のばして姿を探したら、なんとホイップしていたクリームを混ぜながらペロペロなめてい
たのです。あわてて電話を切り、その場に直行。すると『お手伝いしたよ』と息子！そして顔中にクリ
ームが・・。
手も足も出ないときに限って、いろんなことをやってくれるのが、子どもです。まったくねー
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昨年に続き、にこにこでは、今年も１０月から６回にわたるＮＰプログラムが始まります。今回も定
員を上回る応募があり、抽選となってしまいました。残念ながら今回参加できなかった方には申し訳あ
りませんでした。６回じっくりというわけにはいきませんが、ひろばでは「ママのためのおしゃべりサ
ロン」もありますので、そちらにも参加してみてくださいね。
このＮＰは、いわゆる講師のお話による講座ではなく、参加するママたちがお互いに聞いたり話した
りすることで作り上げていくプログラムです。楽しくて、ホッとして、なんだか力が湧いてくる・・そ
んなＮＰプログラム。今回参加する８名の方も、かけがえのない時間と仲間を得られますように・・。

今月は、ひろばに遊びに来ているママから聞いて、スタッフの一人が家で
作ったら、とってもおいしかったという手作りピザを紹介します！

☆簡単フライパンピザ☆
【材 料】
Ａ（薄力粉１００ｇ・ドライイースト ティースプーン２杯・塩ひとつまみ）
トッピングの具（お好みで）
・ピザソース（ないときは、ケチャップにマヨネ
ーズを混ぜたものでもおいしい！）
【作 り 方】
① ボールにＡを入れ、少しずつ水を入れて混ぜる。まとまってきたら
台に打ち付けて、なめらかになるまでこねる。
② 丸くしてボールに入れ、ラップをして４０分ねかせる。
③ 温めていないフライパンにサラダ油をしいて、
真ん中に生地をおいて、手のひらで薄く広げる。
④ ソースをぬって具をのせ、ふた（アルミホイル）をして、
弱火で１０～１５分焼いたら、できあがり！

にこにこに遊びにきてくれる方
たちの紙上おしゃべりコーナーで
す。楽しい声を今月もありがとう
ございます！

毎日の夕食の準備、みなさんユウウツじゃない
ですか？娘は私が家事を始めるとグズるので、な
かなかテキパキ作れなくて、毎日イライラでし
た。
そこで思いきって主人に「これから夕食は冷凍
品をチンしただけでもいい？」と聞いたら、
「別にそれで全然問題ないよー。他に食べたくな
ったら自分で買ってくるから。
」と・・・。
あまりにアッケラカンとした答えが返ってきた
ので逆にビックリ。でもこれで、気分がスーーッ
と楽になりました。時間ができたらまたおいしい
もの作るから、しばらくは許してね♪
（ＺＵＮＺＵＮ）

出来るだけ子どもと一緒の時間を過ごそう
と２人で外に出ると、子育ての場ではパパに会
うことはほとんどありません。ママは一緒に来
ていないのかとビックリされることが多く、な
かなかとけ込みにくく、しりごみしてしまいま
す。でも、もっとがんばって、いろいろなこと
に参加したいと思います。
ママのみなさん、よろしくお願いします！
（気弱なパパ）
☆なんと！パパさんの声です！気弱だなんて、とんでもない！
育児への積極的な参加、ママたちとしては大歓迎ですよね！

☆優しいダンナサマ！お子さんがグズるのは一時的なものだから、
しばらくしたら、今まで以上に愛情たっぷりの料理が待ってますね！

先日、バーベキューをやった時、同級生の男の
子が、子どもと楽しそうに遊んでいたので、
「子
どもと遊ぶのが上手だね！」と言うと、「俺が
バカで幼稚だから、一緒に、はしゃいじゃうん
だよね」と言いました。
男の人はいつまでも‘子ども心’を忘れない
のかもしれないですね。ある意味、うらやまし
いです。
（まきちゃん）

☆ＭＯＴＴＡＩＮＡＩフェスタ☆
日時 10/
10/７
７（火） 10:00～
10:00～11:30
場所 飯能市市
飯能市市民会館 地下展示室
使わなくなった子ども服や育児用品、
もったいないから必要な人へ・・
子育て親子のためのリユースと交流会。
譲りたい人も、譲ってもらいたい人も、集まれ～
参加費 大人一人２００円

詳細は、にこにこスタッフまで。
Planning by NPO ゆう

☆楽しそうな一コマ！子どももまた、そういう遊んでくれそうな人
を本能的に見つけて遊んでもらうのが上手だったりしますよね。

実りの秋、センチメンタルな秋・・ですねェ～。ここ飯能市は７割以上が山林。栗や柿、どんぐりなど様々な木の
実がなり、山に住む動物たちはさぞかしおいしいものにありついているんだろうなーと思っていた私・・・しかし、
ここの山には杉が多いんですよね。おいしいものは、人家の近くにしかない！毎年このくらいの時期になると、
猿やキジは家の前に来ていたが、今年はイノシシ！生まれて２年くらいの子らしいが、人が近くに来ても知らん
顔で「ブホーッ！ブホーッ！」と、尾っぽをフリフリ、落ちている栗を食べあさっている。中型犬くらいのかわいい
姿に「ぶーちゃん」なんて呼んでいたが、このぶーちゃんがクセ者で、犬が吠えても逃げないし、夜明けだろうが
夜中だろうが構わず出没するので、うちの犬はやきもき、ワンワン吠えっぱなし・・。近所迷惑だし、眠れないし・・
気がめいるセンチな秋となりそうです・・

（あ）

つどいの広場「にこにこ」
開室日 毎週月～金曜日＋第 2 土曜日（第 2 土曜日開室の後の月曜日はお休み）
時 間

午前１０：００～１２：００

午後 １：００～４：００

住 所 飯能市山手町１３－８ （飯能市立飯能第一小学校内どろんこクラブ隣）
TEL&FAX 042-971-3001 E-MAIL nikoniko@hanno.jp
駐車場

シルバー人材センター内をご利用ください。

☆初めて駐車場を利用される時と第２土曜については、広場にお問い合わせください。
にこにこは、
にこにこは、飯能市次世代育成支援行動計画
飯能市次世代育成支援行動計画の
計画の一環として
一環として、ＮＰＯ
として、ＮＰＯ法人
、ＮＰＯ法人 子育て
子育て応援ゆうが
応援ゆうが受託
ゆうが受託・
受託・運営しています
運営しています。
しています。

