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どなたでもご利用いただけます。遊びに来てね！
Everybody is welcome here at aikuru.We're excited for you to come play with us. Ven a jugar! Desde niños
hasta adultos todos son bienvenidos.任何人都可以使用，歡迎來玩！누구든지 이용하실 수 있습니다. 놀러오세요!

産前産後ケアおすすめします！
産前産後ケアってなぁに？
妊婦さんや出産後 6 か月までの赤ちゃんのマ
マが対象です。汗をかくくらい身体を動かし
てスッキリ身体ケア。赤ちゃんを通じた新し
いつながり。ちょっとした不安や心配を口に
出してみませんか。みんなも感じていること
かもしれません。
赤 ち ゃん が ぐず っ
た時は抱っこして
バランスボール。マ
マの揺れでごきげ
んになります。

ママの笑顔を
みる赤ちゃん
が嬉しそう🎵

産後うつだった
が、おしゃべりを
し て体を 動かし
てすっきりした

終わってから
とても身体が
スッキリした
話しやす
かった
とても有意義な時
間を過ごせた。も
っ と早く参加して
いればよかった。

支援センター

参加後数日、
いつもより母乳
がサラサラに

あいくる って…

自分のペースで 出かけ、
何時行って、何時帰ってもいい、
それでいて、まったく知らん顔でもなく、
あたたかい雰囲気の居心地のいい場所。
お友達に出会える「あいくる」は、
「親子がのんびりと集える場」です。

ＮＰＯ法人子育て支援センターあいくるは
・入間市の地域子育て支援拠点委託事業です。
・入間市児童福祉審議会の委員として審議会
に参加しています

１０月の土曜開室日は
第２週になります
１０月は第４週が万燈祭りにあたるた
め、開室日は第２土曜日のみの開室とな
ります。
※第３土曜日はあいくるハロウィン

を開催します。

日

場
費
定

時 １０月 2１日（土曜日）
ＡＭ９：３０集合
９：５０～１1：３０
所 豊岡広場近くの商店街を歩きます
用 親子で 700 円
（１人増えるごとに 300 円）
員 50 名（小学 2 年生まで）

近くの商店街をまわってお菓子をもらおう！お
子さんもパパママも仮装して来てくださいね🎵
申込受付開始

１０／２（月）9：００～
定員に達し次第〆切

さ と に き

日時：11 月 11 日（土） ＡＭ９：４５集合
１０：００～１1：３０
場 所 豊岡小学校体育館
費 用 1 人 50 円（保険代として）
持ち物 うわばき、水筒
親子で遊び、いっぱい身体を動かしましょう！
小さいお子さんも、お兄ちゃんお姉ちゃんも楽し
めるプログラムです。
大勢のパパの参加もお待ちしています。
申込受付開始
申込〆切

１０／１０（火）
１１／２（金）

た ら え え や ん 上 映 会
11 月 18 日（土）9 時半開場・10 時開演・金子公民館
どんな人も寄っておいで！誰がいたって大丈夫！
お腹がすいたらご飯をどうぞ、家に帰りたくないのなら泊まって行けば
いいじゃない！そんな浪花の『こどもの里』
大阪の下町を舞台に、泣いたり笑ったりの人情物語。
この映画を自主上映いたします。子どもに対して常に全力で真剣にぶつかる大人
の姿勢を、必死に生きる子どもの姿を観に来ませんか？
前売り券：500 円（中学生以下無料） 当日券＆当日支払い：700 円
チケットのお取り扱いは、あいくるにて

上映会終了後、座談会やります【入間で子どもの居場所を考えよう！】（司会進行：村野裕子）
入間市や近隣での子どもの居場所に関する取り組み事例のお話や、今求められている居場所はどんなものなのか？を
皆さんで語り合いましょう。希望の方は、チケット申し込み時にお申し出ください。（お弁当付き参加費 1000 円）

狭山ヶ丘高校での

おやこ de 先生の
未来教室

LINE@にご登

10 月 2 日より行われる、狭山ヶ丘高校での『おやこ de 先生の未来教
室』に、多くの方々のご協力を頂きありがとうございます。
過去最高の 11 クラスへの訪問、親子さん達が集まってくれるのか心配
でしたが、全日定員いっぱいの 10 組の方々に集まって頂くことが出来
ました！皆さんの温かいお気持ちに心より感謝申し上げます。当日が楽
しみです。皆さん、よろしくお願いいたします。

録頂くと、最新
情報が配信さ
れます！

おやこ de 先生の未来教室：今後の予定

11 月:東野高校（10/4 申込開始） 12 月:入間市立野田中学校 1 月:向陽高校

豊 岡

豊岡

⇒ 豊岡広場予定（豊岡広場は月曜日から土曜日まで行事が無くても開催しています）

出 張

⇒ 出張広場はぴはぴ 開催場所

月
火
水
木
スケジュールはやむをえず変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。
子育て相談は随時行っています。はぴはぴのおもちゃ消毒の日は、午後２時迄となります。
☆表示の事業はあいくる豊岡広場のみで行います。
【野菜の日】には 14：00～豊岡広場前で、農家のくまさんの有機野菜の販売があります。

金

土

日

１
休み

出張広場
はぴはぴ

豊岡
出張広場
はぴはぴ

豊岡

出張広場
はぴはぴ

豊岡

出張広場
はぴはぴ

豊岡

出張広場
はぴはぴ

豊岡

出張広場
はぴはぴ

２【プレママ&ベビーの日】 ３
☆手形・足形の日
10：00～11：30
13：00～14：30

４
[野菜の日]
☆ハンドマッサージ
13：30～

藤の台公民館
二本木公民館
９ 体育の日

春日神社
不動院前集会所
１１ [野菜の日]

白髭神社内２区公会堂
１０

５

八坂神社
１２
★産前・産後ケア教室
10：00～11：45
場所：健康福祉センター
参加費 ５００円 ※要予約

お休み

お休み
1６【プレママ&ベビーの日】
☆ＦＡＤ救命救急の日
13：30～14：30

藤の台公民館(消毒)
二本木公民館(消毒)

白髭神社内２区公会堂
(消毒)
1７
☆阿部助産師さんと話そう
10：30～11：30

白髭神社内２区公会堂

２３【プレママ&ベビーの日】 ２４
☆ゆうこのハッピータイム
スタッフ研修のため
11：30～12：00
午前中お休み
13 時～開室
☆ままっとタイム
１3：30～14：00
藤の台公民館(13 時～)
二本木公民館(13 時～)

白髭神社内 2 区公会堂

３０【プレママ&ベビーの日】 ３１
☆絵本と遊び
☆みんなで公園に行こう！
11：00～11：30
予約不要
１０：００～１２：００
場所：彩の森公園
藤の台公民館
二本木公民館
白髭神社内２区公会堂

６

春日神社(消毒)
不動院前集会所(消毒)
１８【野菜の日】
あいくる豊岡広場は
通常通りやってます！
はぴはぴは、1 日お休
みですが、青少年活動
センターでスペシャル
イベントします♪
春日神社・不動院前
集会所１日お休み
２５【野菜の日】
☆ベビーマッサージ
10：30～11：00

八坂神社
１９
☆カイロプラクティック
10：00～11：30
定員 4 名（要予約）
料金：500 円
持ち物：タオル
☆鳥村おじさんの絵本の日
14：00～

春日神社
不動院前集会所

休み

1４

1５

金子公民館
10 月のおはなし会は
孫の日！
10 月 15 日(日)11：00～
場所：紀伊國屋書店
２１

10 月 21 日(土)
9：30～

広場は
休み

金子公民館
２８

２９

休み

休み

10 月生まれのお子さん
にはミニプレゼント

資源回収
八坂神社
東藤沢公民館(AM のみ))

手形を押すので
３０分前には来
てね

金子公民館(消毒)

in 青少年活動センター（雨天決行）

各所 AM9:30～14：30（ランチタイム有）

佐々木マキ/作
（2011 年 2 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
幼い子どもは、かくれんぼが大好き。この『だれかしら』は、そんな子ど
もの遊び心を存分にくすぐる絵本です。おもちゃ箱やソファのかげから
チラリと何かの姿が見えるのがたまりません。次の場面をひらくと期待
通りの動物が出てくることに、何ともいえない満足感を味わうことでしょ
う！

２２
休み

あいくるハロウィン

～秋のはぴはぴスペシャル～
ネイチャーゲームと
かまどご飯でおにぎり作り

田村ゆうこ/さく
（2017 年７月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
作者の田村さんは、鳥が大好き。飼っているオカメインコをモデルに天
真爛漫な小鳥の魅力を伝えてくれている作品(絵本)です。うた歌うよ、
ごはん食べるよ、おはなのそうじほじほじほじ。をするなど赤ちゃんに
小鳥の魅力伝わる仕草や動きを感じます。時間と労力をかけ、一針一
針刺繍で表現されています。ピッピちゃんピッピちゃんどこいくの？ぱ
たぱたぱたピッピちゃん大好き！

休み

金子公民館
２０

２７
☆お誕生日会
11：00～11：30

対象：生後 6 か月くらいま
での赤ちゃん
定員 5 名（要予約）
持ち物：バスタオル

８

休み

1３

八坂神社(消毒)
２６

７

【藤の台公民館】

毎週・月曜日（上藤沢 406-31）

【二本木公民館】

毎週・月曜日（二本木 256-1）

【白髭神社内２区公会堂】

毎週・火曜日（野田 562-1）

【春日神社】

毎週・水曜日（春日町 1-6-1）

【不動院前集会所】

毎週・水曜日（下藤沢 975-3）

※不動院前集会所とは‘藤沢第 2 支部集会所‘

【八坂神社】

毎週・木曜日（仏子 942）

【金子公民館】

毎週・金曜日（寺竹 535-1）

〈イオンの黄色いレシートは“あいくる”へ〉
毎月１１日に行われているイオンの黄色いレシートキ
ャンペーンにあいくるも参加しています。１１日にお
買い物をされたら、あいくるＢＯＸにお願いします。

あいくるでは一時保育をしています！
パートタイムでの仕事・看護・介護・出産・冠婚葬

〈エコキャップへのご協力ありがとうございました。〉

祭、また保護者の方のリフレッシュなどにご利用く

みなさまからお預かりしたペットボトルのキャップは、ＮＰ
Ｏ法人エコキャップ推進協会にお引き渡ししています。

ださい。
１歳児以上

〈今回提供したエコキャップのご報告〉
数量
個数(約)
29 年 9 月 １２５kg
79,120 個
9 月末報告による累計個数 1,756,406 個
※累計のキャップをゴミとして焼却した場合のＣＯ₂の
発生量➡13,008.55kg

１時間５００円より

（年間登録料：２０００円）
（曜日・時間等はご相談ください）
原則として前日までにご予約をお願いしており
ますが、緊急の時はご相談ください。

・お手数ですが、キャップは綺麗に
洗ってお持ちください。

“あいくる”の活動に賛同してくださる
賛助会員・正会員を随時募集しています。
詳細は“あいくる”までお問い合わせ下さい。

何か新しいことを始めよう！
〈正会員〉

気温もだいぶ秋らしくなって新しいことにもチャ
レンジしてみたい季節ですね。ぜひこのフレーズ
使ってみてください。
ロジャース律子

■入会金

なし

■年会費

３０００円（年に１度更新）

〈賛助会員〉
あいくるの活動に賛同して支えてくださる方

●あたたかいご支援ありがとうございました

（一口） １０，０００円

（順不同・敬称略）

鳥村征

繁田 幸

岡安 幸

山畑商店

宮岡暉 平岡 芳

田畑 高崎 林 沢口 サイオス 前田（バド連盟）
吉永 柳沢 菊地 田中恵 関川 田口 遠藤

ＮＰＯ法人子育て家庭支援センターあいくる

野村 工藤 浅見 池本 イルミン 沢口 山崎

〒３５８－０００３

林

入間市豊岡１－８－３９ サイオス駐車場棟１Ｆ

有村 やごうら 小野 宮城

℡０４－２９６６－２８４８
＊いつもご協力ありがとうございます＊
段ボール・牛乳パック・雑誌類・アルミ缶等資源回収をしています。

E-mail

aikuru@m.ictv.ne.jp

http://aikuru-iruma.com
スタッフブログにて行事の様子や広場

（編集後記）

秋はイベントがいっぱい！ハロウィンや運動会だけで
はなく、里山を楽しむ「はぴはぴスペシャル」もこの時
期の恒例になってきました。赤く燃える焚火に枝を投げ
入れてみたり、炎の熱さを感じたり、葉っぱがパチパチ
燃える音を楽しんだり。森の中を歩いて、色づく葉っぱ
や木の実を見つけるのも楽しい！新米で炊くかまどご
飯も毎年のお楽しみですね♪今年もぜひ遊びに来てく
ださい！目をうつせば町の中にも秋の気配。キンモクセ
イの香りが漂い、青空は高く澄み、夕方には虫の声。忙
しくてあっという間の毎日、つかのま空を眺め、周りを
見回し、お子さんと秋を感じてみましょう。Nozomi

での出来事などを紹介しています。

＜全ての広場＞

利用料：無料

＜アクセス＞
・西武池袋線入間市駅より徒歩１０分
・駐車場は併設されていますが有料です。
＜開所時間＞
9 時から１５時まで
日曜日、第１・３土曜日、祭日はお休み

