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発行 つどいの広場
つどいの広場にこにこ
広場にこにこ （ＮＰＯ法人
ＮＰＯ法人 子育て
子育て応援ゆう
応援ゆう）
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。お気軽にどうぞ！
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ミニ講座

赤ちゃんの日
3/4・１１、4/１（午前・午後）
、
3/2・９・１８・２３・２５・３０（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。

３／２５（水）１０：００～１１：００
「楽しいおはなしと布芝居」
飯能第一小学校の図書ボランティアの方々による
お話や手遊び、布芝居を親子で楽しみましょう♪

その他
★３/３１の午後は、月末業務のため閉室です。

2 歳くらいのお子さんから楽しめます。兄弟の参加
もＯＫです。

定員１０組

３／１７（火）１０：００より申込み受付開始

ママのためのおしゃべりサロン
３／１８（水）１０：００～１１：３０
話してリフレッシュしてみませんか？

定員６名（見守り保育あり）
３／９（月）１０：００より申込み受付開始

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

おそとであそぼ！
おはなしタイム
３／２３（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～！

３／１１（水）１０：００～１２：００
場所：
場所：中央公園
公園で春を見つけてみませんか？
参加希望者は、スタッフまで。

今年も飯能第一小学校の６年生５名が総合的な学習の時間に、ひろばに来てくれました。皆、小さな
子が大好きというだけあって、遊んでくれるのが上手！！普段、スタッフが見たこともないようなキラ
キラ笑顔でお姉さんと遊んでいるおともだちもいました。
自作の紙芝居を披露してくれたり、手作りおもちゃを工夫して作ってきてくれたり、毎回サプライズ
を用意して楽しませてくれました。また、小さな子どもとの接し方や注意することなどをお母さん方に
インタビューして真剣に聞いている姿もとても印象的でした。突然のインタビューにも関わらず、笑顔
で答えてくれたママたちにも感謝です。小さな子どもと触れ合うことから、そしてその小さな子を現在
進行形で一生懸命育てているママたちの話を聞くことから、いろいろなことを感じてくれたのではない
でしょうか。６年生のお姉さんたち、楽しい時間をありがとう！
お姉さんたちから届いた感想を紹介します。

私は最初から小さい子が好きだったけれど、にこにこ広場さんに行かせてもらって、も
っともーっと小さい子が好きになりました。ぞうきんの歌やあんころもちの歌、とても
楽しかったです。小さい子もみんな楽しくいい子に遊んでくれたので、とても楽しかっ
たです。２ヶ月間とても楽しかったです。ありがとうございました。☆まりの☆
いつも、にこにこ広場さんに行くと、小さい子たちが笑顔で迎えてくれて、すごくうれし
かったです。小さい子たちといると、ほんわかとした気分になりました。私が知らない遊
び歌などいろいろなことを教えてもらって、とっても楽しかったです。また、機会があっ
たら、遊びに行きたいです。長い間ありがとうございました。☆るい☆

わたしは、にこにこさんに行かせてもらって小さい子と一緒に遊べるのがとても楽しかっ
たです。そして小さい子が、私が行くと笑ってくれたのでとてもうれしかったです。また
行けたら行きたいなと思います。ありがとうございました。☆りな☆

２学期と３学期はお世話になりました。わたしは小さい子たちと遊んで、とても楽しかっ
たです。小さい子の好きな事やどんなことをして遊んでいるのか分かり、よかったです。
わたしには２才のいとこがいるので、今度遊ぶときには、前よりもっと仲良く遊べそうな
のでよかったです。２ヶ月間、本当にありがとうございました。☆さおり☆
つどいの広場にきた小さい子と遊べて、とても楽しかったです！私は小さい子が好きでし
た。でも、いろいろな事が分かったり、いっしょにあそべたりして、もっと小さい子が好
きになったと思います。２ヶ月間どうもありがとうございました。たまに、私が卒業した
保育園に行きます。そういうとき、つどいの広場のみなさんに教えてもらったことなどを
いかせたらいいなと思います。２ヶ月間ありがとうございました。☆あずな☆

～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☆
「赤ちゃん・子どものお祝いごと」成美堂出版
妊娠してから子どもが生まれ、小学校を卒業するまでの成長の節目節目でのお祝い事や、年間を通し
てのお祝い事が、家族で楽しく出来るように実践的でわかりやすく紹介されていて参考になります。
☆子ども向け☆
こどものとも０・１・２

「あくびでねんね」

神沢利子

文

沢田としき

絵

福音館書店

春になって暖かくなってくると、なんでかな？あくびがでて...ねむくなる～。
最初は今年の干支・うしさんが「むお～ん」とあくびして、次にはひつじ、ねこと続いて。
あくびってうつるのかな？お空のくもまであくび！?
のどかなまきばの夕暮れでのひとコマです。
いろんな動物のあくびの音がおもしろいよ。
「はじめまして」

新沢としひこ

作

大和田美鈴

絵

すずき出版

春は別れの季節と同時に「出会いの季節」でもあります。これからの新しい出会いに親子共々ワクワ
クドキドキ。はじめて会った時に、お互いにあいさつが元気に明るくできるといいよね。
昨年ひょんなことから新沢さんのコンサートに行く機会があり、そのほのぼのとした雰囲気に魅了さ
れてしまいました。子どもの心を持った大人というのはああいう人を言うのかな？
この絵本のように歌で自己紹介・あなたもしてみない！？
にこにこ文庫は貸し出しもしています。
貸し出しは一人につき一回二冊まで
（大人も子どもも一人ずつと数える）
２週間借りることができます。

★現役保育士による子どもの成長にちなんだ育児の話★

寒さにも負けず、保育園ではよく散歩にでかけます。子どもたちも寒さ知らずで友達と手をつないで、
またカートに乗って歌ったりおしゃべりしたりしながら、公園に遊びに行きます。2 歳の R 君、公園に
着くとさっそく砂場でままごと遊び、カップに砂を入れたり砂山を作ったり、1 人でもくもくと遊んで
いたのですが、そのうち砂場から滑り台に行ってしまいました。近くにいた N ちゃんが R 君の使って
いたカップがほしかったので、すぐにそのカップを自分のものにして遊びだしました。しばらくして戻
ってきた R 君、自分の使っていたカップを N ちゃんが持っていたので近づいて取り返そうと、でも N
ちゃんも取られまいと逃げ出す（このような場面、家での兄弟だったり、公園仲間だったりありません
か？そんなときは取られたほうが、ママに助けを求めて大泣きするのでしょうね!

）

R 君と N ちゃ

んたちは……追いかけっこになったところ、近くにいた K 君がいつの間にか加わって三人で走り出し、
取り合ったカップを捨てて三人追いかけっこ、それも R 君が先頭になって走っていて(笑)なんとも子ど
もらしい♡

二歳児でも問題解決能力持っているんですね！！？

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！

２歳１０ヶ月の息子が、最近、自分がお腹の
中にいた時のことを話してくれました。
「ママのお腹の中は暗くて気持ちよかった。
」
とか、
「お魚みたいに泳いでいてぐるぐるまわっ
た。」とか、「足がポンと出て、お腹が出て、手
が出て、顔がでたの。
」とか。息子は逆子で帝王
切開による出産でした。それから「外に出てお
風呂に入って気持ちよかった」とか。
ちょっと、ゾクゾクする出来事でした。
（ママッチ）
☆すごーい！覚えてたんだね～。ママのお腹の中も、誕
生のときも、とても心地良い記憶になっている・・生ま
れてきたことを幸せに感じている証拠だね！貴重な体験
談、ありがとうございました。

ある朝、洗面台の前で化粧をしていると、
いつものごとく娘が足にしがみついてきま
した。またかぁ・・・と思って、もう少し
で顔が仕上がるところだったのでチークブ
ラシをわたして気をまぎらわせてみた
ら・・なんと、ほほにブラシを！！
まだ１才１ヶ月の娘。よく見てるなあと
びっくり、笑ってしまいました。
（さとやん）

☆小さくてもしっかりレディですよね～。そのうち、ママ
と化粧品や洋服を共有したりするのかな～。かわいいお話
ありがとうございました。

０・１・２・３才の子育て家族を応援する、はんのう子育てハッピー・マップ

ママたちの目線で、ママたちが編集した、子育て親子のための飯能子育て情報マップ、完成間近！
おたのしみに

ｂｙ ＮＰＯゆう

友達がマタニティー教室で知り合ったママ達は、お互いに名前やニックネームで呼び合っています。
普通は「○○ちゃんのママ」とか苗字で呼ぶことが多いので、私にはとても新鮮でした。
ママ同士が「◇◇ちゃん」や「△△さん」と呼んでいるので、５才ぐらいの子も他のママに話しかける時は、
「◇◇ちゃん」や「△△さん」と同じように言うので、大人っぽく感じられ笑ってしまいましたが、とても微
笑ましく感じました。

（ポッチャマ）

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。

