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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!

楽しかったね♪水あそび大会

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

東藤沢公民館に
はぴはぴが行きます！
９月 ７日(木)和室
９月２８日(木)視聴覚室
１０月２６日(木)視聴覚室
１１月 2 日(木)和室
１２月 ７日(木)和室
1 月２５日(木)視聴覚室
２月 １日(木)和室
２月２２日(木)視聴覚室
３月２２日(木)視聴覚室

時間：
９時半～１２時
☆利用料無料
☆開催時間内
出入り自由

おやこ de 先生の
未来教室

未来を担う若者達を育てる事を目的に、妊婦さんやお子さん＆ママと一緒に、入間市
内の高校や中学校に出向く事業です。 学生との触れ合いをメインに、助産師さんのお
話などの授業を行います。 参加してくれたママ達には、気持ちばかりのお礼をお出し
します！
秋からは、数校への訪問が決まっています。是非ＬＩＮＥ＠に登録をして詳細情報を
お受け取り下さい。
皆様のご参加をお待ちしております♪
今後の予定
10 月：狭山ヶ丘高校
11 月：東野高校
12 月：野田中学校
日程未定：向陽高校

～水あそび大会～
8 月 9 日(水)に行われた『水あそび大会』
30 組 76 名の方が参加してくれました！チョークで壁や
道路に落書き！顔にも落書きしちゃった友達もいたよ
(笑)水鉄砲を狙い撃ちする姿はかっこよかったなぁ～
♪水風船もパチャッと割れたり、割れなかったり、何度も
投げてみたよね。面白かったね♪今年は、ママも水に濡
れて一緒に遊んだの。うれしかったな～。大人も子ども
も一緒に遊ぶって楽しいね☆街中の水うち効果も満
点！遊んだ後はみんなで壁や道路をピカピカに磨いて
スッキリ♪ 暑い中、ありがとうございました。

あいくるハロウィン行列 2017
のお知らせ
日時:10 月 2１日(土)9:30～12:00
☆参加費あり（詳しくはポスターを見てください）
10 月 2 日(月)9：00 より
受付開始

✴ベビーマッサージ✴
再開しま～す♪
あたたかい手でふれる、ゆっくり
みつめる。オイルなしで簡単にベビー
マッサージを一緒にやってみませんか？

平成 29 年 9 月 15 日（金）１０：３０～１１：０0
定員：５組（要予約）
持ち物：バスタオル

対 象 ：生 後 6 か 月
までの赤ちゃん

お申込み→あいくるまで(2966-2848)

今、私ある資格取得のため勉強中なのですが。そういえば、子どもを産んで親になるために勉強や資格は
いらない。でも、
「人を育てるにはやっぱり知っておかなくてはいけないことが、学ぶべきことがあるんだよ」
とは、子ども達がお世話になった幼稚園で聞いたお言葉です。新米ママの頃は、どんなおもちゃを与えるのが
良いのか、どんな食べ物が良いのか、どんな環境がベストか、いろいろ考えてこだわっていたのですが、そし
てもちろんそれも大切だけれど。一番は「近くにいる人が人（子）を育ててるんだ」ということ。
「優しくされ
た子は他人にも優しくできる」と教わりました。
だから今は、あまり物のことばかり考えなくなりました。大切なのは、愛しいと思うきもちと、なるべくの優
しい声かけ、楽しむ時間、子育てする人間関係の中での感謝。
一番上の子が思春期に差し掛かる我が家。特に「あなたが大好きだよ」ってどの年齢の時もどんな形でも伝え
ていくかがとっても大切だったように思えます。

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

出張広場
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金子公民館
4【プレママ&ベビーの日】 5
☆手形・足形の日
☆阿部助産師さんと話そう
9：00～11：30
10：30～11：30
13：00～14：30

6

藤の台公民館(消毒)
二本木公民館(消毒)
11【プレママ&ベビーの日】

春日神社(消毒)
不動院前集会所
13 [野菜の日]

豊岡

出張広場
はぴはぴ

土
2

1

藤の台公民館
二本木公民館
18 敬老の日

白髭神社内２区公会堂
(消毒)
12
☆みんなで公園に行こう！
予約不要
１０：００～１２：００
場所 彩の森公園

白髭神社内 2 区公会堂
19

お休み

[野菜の日]

7
☆ハンドマッサージ
13：30～

八坂神社
東藤沢公民館(AM のみ))
14

9 月のおはなし会
9 月 9 日(土)11：00～
場所：紀伊國屋書店
金子公民館
15
☆ベビーマッサージ
10：30～11：00
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
春日神社
不動院前集会所(消毒)
20【野菜の日】

八坂神社
21
★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

スタッフ研修のため
午前中お休み
13 時～開室

豊岡

8

金子公民館
22
資源回収

休み

休み

☆鳥村おじさんの絵本の日
14：00～
出張広場
はぴはぴ

春日神社(13 時～)
お休み

白髭神社内２区公会堂

不動院前集会所(13 時～)

25【プレママ&ベビーの日】
☆絵本と遊び
11：00～11：30

26
☆ゆうこのハッピータイム
11：30～12：00

27【野菜の日】

☆ＦＡＤ救命救急の日
13：30～14：30

☆ままっとタイム
１3：30～14：00

豊岡

出張広場
はぴはぴ

藤の台公民館
二本木公民館

白髭神社内２区公会堂

春日神社
不動院前集会所

八坂神社(消毒)

金子公民館

２８
☆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

29
☆お誕生日会
11：00～11：30

八坂神社
東藤沢公民館(AM のみ))

30

9 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

金子公民館(消毒)

各所 AM9:30～14：30（ランチタイム有）
笠野裕一/さく
（2017 年 6 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）

バスが主人公の絵本です。真っ赤なバスはコミュニティバスや
幼稚園バスをモデルに考えられたオリジナルのバス。表情豊か
な子ブタたちから、わくわくした乗る楽しさが伝わってきます。
乗っている動物含め何と魅力的なのでしょう。子ブタのお客さん
と一緒に、赤ちゃんもバスに乗っている気持になって「プップ、ブ
ーブー」と声に出して絵本を楽しみましょう。
神沢利子/文 あべ弘士/絵
（2012 年 2 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）

神沢利子さんが、ごりらのとうさんどっしどっしあるく、ごりらのこ
どもはよっちよっちあるく…一度聞いたら忘れられないリズミカ
ルで魅力的な言葉で愛情たっぷりに表現してくださってます。そ
こに見事なごりらの絵は、ごりらを尊敬しているというあべ弘士
さん。父さんごりらと子どもごりら「ぼんごぼんご」と胸をたたき、
おいしい木の実をいっぱい食べてお昼寝です。くうーくうーくうー。

【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〉

あなたに会えるのを楽しみにしているわ！
皆様の夏休みはいかがでしたか？久々に会えるお
友達にぜひ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

田畑 江田 岩城 小久保 沢口 関川 阿部

ＮＰＯ法人子育て家庭支援センターあいくる

鈴木 いかり 寺田 宮下 小山 前田（バド連盟）

〒３５８－０００３

髙垣 吉永 小野 やごうら かさい 笹井

入間市豊岡１－８－３９ サイオス駐車場棟１Ｆ

山口

都市開発 山畑 有坂 工藤
＊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）

この夏は、どんなことに夢中になりましたか？
豊岡広場では、大きなプールで楽しく遊んだり、裸足に
なってはしりまわったり。はぴはぴでは網と虫かごを
持って、セミを捕まえることに夢中になったり。ママも
一緒に初めてセミを捕まえる姿をたくさん見ることが
できました。触るのが怖いというドキドキが、触れた
～！！という喜びのワクワクドキドキに変身する姿は、
とても素敵だったなぁ～♪子どもと一緒になって夢中
になれるっていいですね☆9 月からは隔週ですが、東藤
沢公民館ではぴはぴがスタートします。ぜひ、みなさん
遊びにきてくださいね。お待ちしてます！youbun

℡０４－２９６６－２８４８
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
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

