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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!

あいくる誕生パーティー
楽しかったね！

最後はヒダ先生が
マリオネットで
みんなをお見送り
してくれました

今年のあいくる誕生パーティーは、ヒダオサム先生の工作とマリオネットショー！
ヒダ先生の楽しい変身お絵かきを楽しんだ後、靴下とボールでイモムシ君を作りました。
自分で動かせるイモムシ君に、子ども達も大喜び。
マリオネットショーでは、生きているようなマリオネットの動きにみんなじっと見入っ
ていました。観るのに夢中になって、よく見えるところに来て観ていたお友達も♪
「生の舞台を久しぶりに観ることができて、本当に良かった」というママの声もいただ
きました。

プールがはじまります♪
支援センター

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

豊岡広場プール時間
午前：１０：００～１１：３０
午後：１３：００～１４：３０

白髭・春日・不動院・
八坂はぴはぴでも
プールはじめます♪。

○水着、タオル、水筒（お水・お茶）を持ってきてくださ
い。こまめに水分補給をしてあげましょう。
○オムツをしているお子さんは、水遊びパンツを使用して
ください。
○とびひ、水いぼ、またその他の感染症の病気にかかって
いるお子さんは入ることが出来ません。

水あそび大会

☆

中学生が広場に来ます！
中学校の社会体験事業の一環で、中学生が
あいくる豊岡広場、はぴはぴ春日、はぴはぴ
八坂に体験に来ます。
7 月 11 日(火)～１３日(木)向原中学校
7 月 12 日(水)～14 日（金）豊岡中学校

◇夏祭りのおしらせ◇
７月８日(土)１５：００～１８：００
やきそば・かき氷・フランクフルト・
ジュースなど販売しま～す！
ゲームコーナーもあるよ！！

☆17 時 30 分～抽選会があります☆

7 月 22 日（土）１０：００～１２：００
◆定員：10 組◆ 材料費：３００円
紅茶染めで貸し出し絵本を入れる
エコバックを作ろう！
(バッグは親子１組に１つです)

（抽選参加したい方は、５００円券を
購入してね☆）
抽選券つきの
500 円券は 16 時 30 分
※抽選会スタート
までの販売です。
後の物品の販売は
いたしません。
～うちわ展同時開催～
７月８・９日の２日間開催してます！

我が家の末っ子は、現在１歳８ヶ月。この時期の子達って、なんとも言えない。ヒトと動物の間というか、
本能のままに、興味のままに生きていて、でもいろいろな事も覚え始めてマネしてみたり。何ともかわいくて、
いたずらで目が離せなくっておもしろくって、大変！！
そんな１歳まんなかオモシロ期、この様子を忘れてはならないと、メモに書き留めてます。例えば。
・
・
・
・
・
・
・

ちょっとゴミ出しは、ゴミ置き場に終わらず、９０分の散歩に発展
静かな気配、キッチンで。オリーブオイルをトポトポと、床に大きな水溜り。
トイレにミニカー入れないよ！トイレットペーパー丸ごと入れたら膨らんじゃうよ！
いつの間にか、本棚にはフライ返しが挟まってます。食器棚には電車が並んでます。
見知らぬ人にも頭をちょこんと下げます、律儀です。
車や電車が好き。車道の真ん中歩きたい（ダメです！）
全体重で他の兄弟押しのける

・ 満腹になると投げます、コップもお皿も

お宅の１歳さんは、いかがですか？

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）

月
火
水
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。

豊岡

出 張

⇒ 出張広場はぴはぴ 開催場所

木

金

豊岡

出張広場
はぴはぴ

豊岡

出張広場
はぴはぴ

5【野菜の日】

7 月 8 日 11：00～
おはなし会
場所：紀伊國屋書店

豊岡広場＆はぴはぴ
プール遊びスタート♪

春日神社
不動院前集会所
19【野菜の日】

豊岡広場、はぴはぴ
午前中お休み
１３：00 より開室
藤の台公民館
二本木公民館

白髭神社内２区公会堂
13：00～

24【プレママ&ベビーの日】
☆絵本と遊び
11：00～11：30

25
☆ゆうこのハッピータイム
11：30～12：00

☆ＦＡＤ救命救急の日
13：30～14：30
藤の台公民館
二本木公民館

☆ままっとタイム
１3：30～14：00

7

8
広 場
は お
休み

豊岡

出張広場
はぴはぴ

6

春日神社(消毒)
不動院前集会所(消毒)
12【野菜の日】

金子公民館
14

八坂神社(消毒)
20
★産前・産後ケア教室
10：00～11：45
場所：イルミン 3Ｆ
参加費 ５００円 ※要予約

金子公民館
21
☆お誕生日会
11：00～11：30

☆鳥村おじさんの絵本の日
14：00～

26【野菜の日】

八坂神社
27

15
休み

白髭神社内２区公会堂

7 月生まれのお子さ
んにはミニプレゼント
手形を押すので
３０分前には来
てね

22

23

パパ
くる

休み

資源
回収

金子公民館(消毒)
28

29
休み

春日神社
不動院前集会所

八坂神社

金子公民館

31【プレママ&ベビーの日】
豊岡
出張広場
はぴはぴ

藤の台公民館
二本木公民館

各所 AM9:30～14：30（ランチタイム有）
※第２週は全ての広場が午後２時迄です。（消毒の為）
わたりむつこ/さく
（2003 年 12 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）

赤ちゃんは、跳ねるのが好き。抱っこするとお母さんのひざの
上でつっぱります。絵本の中の動物たちは、ただひたすら飛び
跳ねて笑っているだけ、何にも考えずにぴょんして楽しんでいる
だけ、それが嬉しいのでしょう。
ほら絵を見ていると笑い声が聞こえてくるでしょう。そんな時間
こそ小さい子どもたちはたっぷり過ごしてほしいです。
大川久乃/文 ましませつこ/絵
（2016 年 10 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
この作品を支える日常的な言葉『すごいね』や『じょうずだね』には、子
どもへの称賛と同時に子どもとの『共感』が含まれていて、とても素敵
で尊いと思っています。小さい子への共感をこめて、温かな絵、絵本を
読んでもらった子どもたちが、まるで自分が『じょうずだね』と言われた
かのように、うれしさを感じてくれたらと願っています。

16
休み

7 月 22 日 10：00～12：00
◆パパくる◆定員 10 組
『紅茶染めのエコバック
をつくろう』材料費 300 円

豊岡

出張広場
はぴはぴ

9
休み

７/8 あいくる夏まつり
15:00
～
18:00
７/8～9 日うちわ展は
2 日間開催します！

八坂神社
13
☆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

春日神社
不動院前集会所

日
2
休み

出張広場
はぴはぴ
3【プレママ&ベビーの日】 4
豊岡広場午前お休み
☆みんなで公園に行こ
13：00～開室
う！ 予約不要
１０：００～１２：００
場所 彩の森公園
☆手形・足形の日
13：00～14：30
藤の台公民館(消毒)
白髭神社内２区公会堂
二本木公民館(消毒)
(消毒)
10【プレママ&ベビーの日】 11
☆阿部助産師さんと話そう
豊岡広場午前お休み
10：30～11：30
13：00～開室
☆ハンドマッサージ
13：30～
藤の台公民館
二本木公民館
白髭神社内２区公会堂
17 海の日
18
☆スタッフ研修のため
お休み
午前中お休み

土
1
休み

【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）

30
休
み

〈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

〈エコキャップ集めています〉
みなさまからお預かりしたペットボトルのキャップは、エコ
キャップ推進協会からの回収業者にお引き渡ししています。
・お手数ですが、キャップは綺麗に洗ってください。
・醤油のキャップは不可。飲料水のみ☆１kg を 430 個と
して計算しています。☆ １kg〈430 個〉が焼却されると

祭、また保護者の方のリフレッシュなどにご利用く
ださい。
１歳児以上

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）

3.15kg の CO2 が発生します。

☆飲料メーカー各社の環境配慮活動により、
エコキャップの重量が 1 個約 2.5g から
約 2.3g に軽量化されましたので、
2012 年 9 月 1 日より重量と
数の関係を 1kg400 個から 430 個に変更しました。
※今後の医療支援・ワクチン支援活動については、医療支援
を行う国際ＮＧＯへの寄付を予定しております。

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。

“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。
〈正会員〉

寝る時間よ！
日が伸びて来るとついつい寝る時間が遅くなって
しまう我が家でよく使うフレーズです。皆さんも
使ってみてくださいね！
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
（一口） １０，０００円

●あたたかいご支援ありがとうございました
ロジャース律子
（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
西武燃料・山口・前田（バド連盟）
・関川・足立・

ＮＰＯ法人子育て家庭支援センターあいくる

池本・野口・おおぎ第２保育園・高崎・小林・

〒３５８－０００３

花の郷・小野・山崎・水落・宮城・工藤・髙垣・

入間市豊岡１－８－３９ サイオス駐車場棟１Ｆ

前田・かさい・菊池・やごうら・高倉公民館・金子

℡０４－２９６６－２８４８

入間都市開発・うすい・小川・福田・林・澤口・

E-mail

aikuru@m.ictv.ne.jp

http://aikuru-iruma.com
＊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。
（編集後記）

『あいくる親子パーティ』には、たくさんの方にお越
しいただきありがとうございました。素人の私たちもマ
リオネットショーのお手伝いに入りました。スタッフは
みんなドキドキだったの。無事に終えることができホッ
としました。夏至をむかえ、夏本場！27 日には『あお
ぞらおえかき』で大きな紙に絵の具でペタペタお絵描き
をしたり、７月８日には『あいくる夏祭り』もあります。
そして！！待ちに待ったプールも始まります♪思いっ
きり今年も水遊びしましょうね～♪水遊びのルールを
守って楽しくあそびましょう！暑い日がつづきます。体
調くずさないように気を付けましょうね～☆youbun

スタッフブログにて行事の様子や広場
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

