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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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☆☆赤ちゃん（１歳未満）の日☆☆☆
赤ちゃんの日は、1 歳未満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。1 歳未満のお子さんは赤ちゃんの日以外でも
遊べます。

☆☆閉室日☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
★第 2 土曜日のあとの月曜日（１２／１４）
★月末業務日として１１／３０、１２／２５の午後
★冬休み１２／２８～１／６

☆☆おそとであそぼ！☆☆☆☆☆☆☆
１2 月 9 日（水）10:00～12:00
場所：中央公園
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☆☆公開講座☆☆☆☆☆☆☆
埼玉県

こどもの健康、みんなで支え愛事業

「こんなときどうする？
こんなときどうする？子どもの救急講座
どもの救急講座」
救急講座」
講師：石井外科胃腸科医院 石井沙織先生
日時：12 月 10 日（木）10:00～11:30
場所：中央公民館地下

第２・３学習室

お子さんの突然のケガや病気で困ったことはあり
ませんか？小さい子どもに多いケガや病気、それに
ついて家庭ではどのように対処したらよいかをお
話しいただきます。
☆定員１５組 （見守り保育あり）
☆1２／１（火）１０：００より申込み受付開始。

☆雨天中止です。当日、ひろばは赤ちゃんの日です。
☆参加希望者はスタッフまで。

☆☆おはなしタイム☆☆☆☆☆

☆☆ママのためのおしゃべりサロン☆☆

地域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”がパネルシアターや手遊びをしたり、絵本
を読んだりしてくれます。予約不要。

12 月 16 日（水）10:00～11:30
お茶を飲みながら、おしゃべりしませんか？
プレママやひろばの OG ママもどうぞ！
☆定員５組（見守り保育あり）
☆１2／1（火）１０：００より申込み受付開始。

１２月２１日（月）11:30～

サロンと講座はご本人が、直接ひろばにて、
またはお電話にてお申込みください。

早いもので、もう師走、今年を締めくくる月となりました。今年一年、どんな年だったでしょう
か？ひろばでは、受付棚や本棚、ミニキッチン、カーテンなどが次々と新しくなり、素敵になった
と喜ばれました。新しいお友だちやママ・パパ・おじいちゃん・おばあちゃんたちが来てくださる
ようになって、昨年とはまた違った顔ぶれのひろばになりました。「にこにこは、落ち着くんだよ
ね～」という嬉しい声もたくさんいただき、感謝の一年でした。良い面は温め、改善すべきところ
は改めていけるよう、一年を振り返りたいと思います。
１２月８～１０日の三日間、飯能市立飯能西中学校１年生の男子２名が「飯能市中学生社会体験
チャレンジ事業」として、ひろばに来てくれます。中学生のお兄ちゃんたちと遊べるこの三日間、
どうぞお楽しみに♪

～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☆
「本当のことだから
本当のことだから」
のことだから」 山元加津子著 三五館
どうして病気になるの？ どうしてつらい事や悲しい事があるの？ どうしてあなたと出会ったの？
何のために生まれたの？ 生きていると 何故？ どうして？ がいっぱいです。
もしかしたら、そのすべてはつながっているのかもしれません。

私は

１１月１２日に上映会をした映画「１／４の奇跡～ほんとうのことだから～」の養護学校（特別支援学校）の
先生である山元加津子さんが書いたものです。子どもに対する見方、障がいを持っているということに対
する考え方など、きっと今以上に温かいまなざしになること間違いなし・・です。
☆子ども向け☆
「せんろはつづく まだつづく」
まだつづく」 竹内文子 作 鈴木まもる
鈴木まもる 絵
電車好きの子どもたちに人気の「せんろはつづく」の続編です。
子どもたちのアイデアは、さらにパワーアップ！
ふみきりを作ったり、駅を作ったり、
なんと、ジェットコースターまで登場しちゃいます。
いったいこのせんろはどこまで続くのでしょうか？
親子でこの先を考えてみるとおもしろいですよ♪

金の星社

ひろばには、こども図書館からの団体貸し出しの楽しい絵本もたくさんあります。
にこにこ文庫の本棚の中で、手にとってもらえるのをみんな待っていますよ。
どんどん利用してくださいね。貸し出しもしています。

★現役保育士による子どもの成長にちなんだ育児の話★

少し前から 3 ヶ月になったばかりの子どもを見ることになりました。
こんな小さい子どもを見るのは、すごーく久しぶり。仕事柄慣れているとはいえ緊張・緊張です。
首のすわらないＫちゃんは、人見知りすることなく抱っこされました。抱っこされていると、満足
そうに、ニコッとしたり、眠ったり、でも、ベットに寝かせると、すぐに泣き出すのです。
何日かして、いつものように泣き声を聞いていると、ふと泣き方に違いがあるような気がしました。
いまさらですが、遠い昔のことが甦ったような……抱っこして、ねえ、抱っこして、もう抱っこ
してよー！、お尻がぬれてるよ、おなかすいてるよ、甘えたいとき、眠いとき等など、Ｋちゃんと
いる時間が長くなると、その泣き方の違い～時間や状況などでＫちゃんの要求が見えてきたので
す。
泣くことしかできない赤ちゃんではなく、しっかり泣き声で自分の気持ちを表している、話をし
ている、ということに改めて気づかされた新米［古米］保育士の話です。赤ちゃんて偉大だな～。

今月は、クリスマスのパーティーなど
ちょっとしたおもてなし料理にもなる
おすすめの一品です♪

☆かぼちゃのキッシュ
かぼちゃのキッシュ☆
キッシュ☆
【材料】

【作り方】

（直径 20cm のタルト型 1 台分）
冷凍パイシート

2 枚(150～200g)

１、 パイシートは解凍し、長いほうの辺を 5mm くらい重ねて貼りつけな
がら、めん棒で 3～4mm 厚さにのばします。

かぼちゃ

200g(1/4 くらい)

玉ねぎ

1/2 個

ベーコン

50g(2～3 枚)

３、 かぼちゃは種をとって薄切りにし、電子レンジで 2 分加熱します。

卵

2個

４、 ベーコンは 1cm 幅に切り、玉ねぎは薄切りにして油小さじ 1 で、

生クリーム

150ml

ピザ用チーズ

２、 型に薄くバターを塗り、(１)をきっちりと貼りつけ、はみ出した部分は
切り落とします。フォークで穴をあけ 10～15 分休ませます。

玉ねぎがしんなりするまで炒めます。

50g(お好みで)

バター、油、塩、こしょう、少々

５、 ボールに卵を割り入れてほぐし、生クリーム、塩、こしょう、各少々
を加え混ぜます。
６、 (２)の型に(４)を敷いてかぼちゃを並べ、チーズをふりかけます。
(５)を流し入れて 200 度のオーブンで 20～25 分焼きます。
７、 型から出して切り分け、温かいうちにいただきま～す。

にこにこのホームページのおしらせ
にこにこだよりのバックナンバーは、ホームページで見ることができます。
その他にも、いろいろなにこにこの情報満載、ぜひ、ご覧くださいね。

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

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！

にこにこに通い始めて 4 ヶ月。遊びに行くた

我が家は３人兄妹。上の子たちが言葉を覚

びお友だちが増え、いつも楽しい時間を過ごし

えはじめた時には、使う言葉をいちいち気に

ています。あと、おしゃべり好きな私の楽しみ

して注意したはず。だけど末娘が「ねえね

がもうひとつ。スタッフの方との会話です！育

（お姉ちゃん）なんか大嫌い！」なんてたど

児の話題はもちろん買い物から介護まで、親近

たどしい日本語で喧嘩をふっかけると、思わ

感があるので何でも気楽に話せます♪息子だ

ず吹き出し「いいぞ！もっと言っちゃえ！」

けでなく、私も一緒に遊びに行く感覚です！

なんて応援してしまう今日この頃です。
＜楊貴妃＞

これからも週に何度も行ってしまうようなあ
たたかい広場であってほしいと思います。
＜たすぼう＞
☆嬉しい声をありがとう。私たちスタッフもママたちとのおしゃ
べりから、たくさんのパワーをいただいて、毎日感謝してるんで
すよ！これからもいっぱい遊びに来てくださいね。

ドキュメンタリー映画

☆ほほえましい光景が浮かんで、クスッとしてしまいます
ね～。３人目ともなると、母も寛大！楽しい声をありがと
う～。

「1/4 の奇跡～本当のことだから」 上映会 無事終了。

当日は寒い日にもかかわらず、たくさんの方がきてくださいました。養護（特別支援）学校の山元
加津子先生が出会った子どもたちの優しく、まっすぐな姿に多くの方が涙していました。上映会後の
交流会では映画の感想や自分の体験や気持ちなどをみなさんが話してくださり、感動のひとときにな
りました。

パパと一緒にヤキイモタイム～埼玉県 父親の子育て参加促進事業
昨年度、好評だった「ヤキイモタイム」
。今年度は、パパが参加できる親子１５組を募集したところ
あっという間に定員に達してしまいました。知らなかった・・という方もいるのでは？！ごめんなさ
い。
１２月１０日（木）に飯能市立第一保育所でも、やきいも大会があります。

「楽しかったね。」と、子どもと車に乗り込み、エンジンをかけました。すると、半ドアの警告ランプがついていたので、あわてて車から降り助
手席の後ろのドアを閉めました。そして、運転席のドアを開けようとしたその瞬間、２才だった長男はニヤニヤしながら運転席の集中ロックを
かけてしまったのです。私は「合カギは家だし、夫の会社の電話番号はわからないし、一体何時にカギは開くのだろう・・・」と思いながら、ど
うしていいかわからずパニック状態でした。
そこへ、男の人が通りかかったので事情を説明したら、その人は車の中にいる子どもに、にこやかに笑いかけ、ロックを引っ張りあげるしぐさ
を何回かしてくださいました。すると、子どもは真似をしてカギを開けてくれました。私は、その男の人に何度もお礼を言いました。
「ちょっとだから・・・」という私のうかつな行動は、子どもが無事だったから笑い話になりますが、子どもがパニックになってけがをしたり、暑い
夏だと熱中症になったりという可能性を考えると怖くなりました。みなさんも気をつけてくださいね。
（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の
飯能市次世代育成支援行動計画の一環として
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。

