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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!

あいくるハロウィン
10/21、あいくるハロウィン開催！仮装し
た子ども達５０人とママやパパの大行列
が街中を練り歩きました。雨の中でも元
気いっぱい♪「お菓子くれないといたず
らしちゃうぞ～」の声が響き渡りました
よ！多くの方のご協力ありがとうござい
ました。

ご協力店舗 <順不同・敬称略＞
＊SC 豊岡
＊スタジオアリス
＊夢や
＊ノオミ
＊なべや
＊パディー
＊ソニア
＊ホットカット
＊kukka
＊ピエーノ
＊ゆうきや
＊坂口屋
＊バルコン
＊ポーラ化粧品
＊都市開発
＊メルヘンワールド
＊住協
＊いわさき
＊丸広百貨店 ＊冨士美容室
＊クレ電機
＊サイオスボーリング
ご協力ありがとうございました

Trick or treat

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

日時：平成２9 年１２月 1 日（金）
午前１０時～１１時
場所：イルミン３Ｆ活動室１
参加費：親子で３００円
（子ども一人増えるごとに２００円）
定員：子ども５０名
（定員になり次第締め切ります）

申込受付開始：１１月 8 日（水）

冬の空は星がきれいに見えますね。みんなで空を見上げてみませんか。
専門家が、冬の星空を教えてくれます。
星を見たあとは、みんなで作ったあつあつのすいとんを食べましょう。
地元で採れたお野菜がたっぷり入って、とってもおいしいですよ♪

日
場
費
定

協

時 １1 月 25 日（土曜日）
16：3０～１8：３０
所 入間農村環境改善センター
（入間市大字下谷ケ貫 915-3）
用 １家族 1000 円
員 親子 20 組
パパもお兄ちゃんお姉ちゃんも
みんなで一緒にどうぞ！
力 入間市児童センター ※ただいま申込受付中です！

日

時

１1 月 17 日（金曜日）
9：3０～１1：３０
場 所 あいくる豊岡広場
（室内で行います）
この日の広場は午前中おやすみ。
１２時より開室します。

出店申し込み：１１月１日(水)～
出店定員
：１２組
詳しくは各広場のポスターを
ご覧ください。

～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』

v よ。おいしかっ

１０月１８日（水曜日）
入間市青少年活動センターで行い
ました。親子３０組のみなさんが
参加してくれました。どんぐりを
拾ったり、虫を見つけたり、木の実を探したり
森の中で思いっきり遊びました。かまどで炊いたご飯
で、ぎゅっぎゅっと親子でおにぎりを握って食べまし
た。かまどご飯は、やっぱり最高でしたねぇ～。

映画「さとにきたらええやん」みんなでみませんか？
11 月 18 日（土）9 時半開場・10 時開演・金子公民館
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）

「今どんな感じ？」夫からの LINE メッセージ着。返信は度々「カオスだよ」と私。
カオス=混沌とした状況。4 人の姉弟達➕母(私)がいろんな組み合わせで言い争っていたり、それぞれが好き放題
過ごして家中散らかり放題だったり。はぁ。。。
「おうち」って、家族にとってポンプみたいに、出たり入ったり。外からキラキラのお土産を抱えて帰って来れば、
家族でそのキラキラを分かちあう。外で傷ついて空腹ぼろぼろに疲れて帰ってくれば、そんな体を休めて癒して、
美味しいごはんを食べてほっとして。また元気になって外へ出かけて行く。
願わくば、子どもたちが元気満タン、愛情たっぷり心に補給してまたがんばるぞ～！っと、毎朝玄関から送り出
せるように、そんな場であってほしいと思ってます。多少カオスな我が家でも(笑)

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）

月
火
スケジュールはやむをえず変更になる場合があり １
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。

出張広場
はぴはぴ

豊岡

6【プレママ&ベビーの日】 7
☆ 手 形 ・ 足 形 の 日
9：00～11：30
13：00～14：30

水
[野菜の日]

出 張

⇒ 出張広場はぴはぴ 開催場所

木
２

３

金
文化の日
お休み

おもちゃのひろば
in 東藤沢

春日神社
不動院前集会所
8
[野菜の日]

八坂神社(消毒)
東藤沢公民館(AM のみ))
9
☆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

豊岡

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)
１３【プレママ&ベビーの日】 １４
スタッフ研修のため
☆みんなで公園に行こう！
午前中お休み
予約不要
13 時～開室
１０：００～１２：００
場所 彩の森公園

日
５

休み

休み

１１

１２

11 月のおはなし会は
第１週
11 月 4 日(土)11：00～
場所：紀伊國屋書店
金子公民館お休み
１０
あいくるうんどうかい

休み

11 月 11 日(土)
10：00～要申込
広場は

☆ハンドマッサージ
13：30～
出張広場
はぴはぴ

土
４

休み
金子公民館
9 時半～12 時

春日神社(消毒)
不動院前集会所
１５ [野菜の日]

八坂神社
１６
★産前・産後ケア教室
10：00～11：45
場所：イルミン
参加費 ５００円 ※要予約

※研修のため１２時終了

１７
☆フリーマーケット
9：30～11：30

１８

１９

休み

休み

広場は 12 時～開室
『さとにきたらええやん』上映会

☆鳥村おじさんの絵本の日
14：00～
出張広場
はぴはぴ

豊岡

藤の台公民館(13 時～)
白髭神社内２区公会堂
二本木公民館(13 時～)
２０【プレママ&ベビーの日】 ２１
☆ＦＡＤ救命救急の日
☆ゆうこのハッピータイム
13：30～14：30
11：30～12：00

春日神社
不動院前集会所(消毒)
２２【野菜の日】
スタッフ研修のため
午前中お休み
13 時～開室

２３

お休み
手形を押すので
３０分前には来
てね

☆ままっとタイム
１3：30～14：00
出張広場
はぴはぴ

藤の台公民館
二本木公民館(消毒)

白髭神社内２区公会堂

２７【プレママ&ベビーの日】 ２８
☆絵本と遊び
☆阿部助産師さんと話そう
11：00～11：30
10：30～11：30

春日神社(13 時～)
不動院前集会所(13 時～)
２９【野菜の日】
☆おえかきあそび
10:00～11:00

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
勤労感謝の日

八坂神社お休み
３０
☆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

11 月 18 日(土)10：00～
要申込
金子公民館
２４
☆お誕生日会
11：00～11：30
10 月生まれのお子さん
にはミニプレゼント

２５

２６

資源
回収

休み

金子公民館(消毒)
星を見上げる会

11 月 25 日(土)
16：30～要申込

八坂神社

各所 AM9:30～14：30（ランチタイム有）
あずみ虫/さく
（2017 年 10 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
「じゅうじゅうじゅう」足かけ４年をかけて、この作品が生まれました。ア
ルミ板をはさみで切って、そこに着色する手法の絵、フライパンの焼け
る音と匂いがするとおなかがぐーっとなってしまいますよね！
絵の中の卵やソーセージがだんだんと焼かれた美味しそうな姿、出来
上がった食べ物に赤ちゃんが手をのばしてモグモグと食べてくれたらう
れしいです。
柿木原政広/作
（2016 年 12 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
積み木をひとつひとつ積み上げていくのは、楽しいものですよね。高く
なるほどワクワクしますし、崩れそうになればドキドキします。積み木を
つかって、さんかく、しかく、まるなどいろいろな形に組み合わせてみた
ところ顔や人のかたちに見えてきた。かちこちつみきのはるちゃんがこ
っととっと、おっととっと・・・自由なリズムでこの絵本を楽しみましょう。

【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。

どんぐりを見つけに行こう！
〈正会員〉

お子さんと公園にお散歩に行くときに使ってみて
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

●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 沢口 林 サイオス 前田（バド連盟）
川合

菊地

田口

工藤

浅見

池本

高倉公民館

ＮＰＯ法人子育て家庭支援センターあいくる

小野 さき山 手塚 難波 増田 関谷 川塚

〒３５８－０００３

笠木 山口

入間市豊岡１－８－３９ サイオス駐車場棟１Ｆ

＊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。

℡０４－２９６６－２８４８
E-mail

aikuru@m.ictv.ne.jp

http://aikuru-iruma.com
（編集後記）

先日、開催した『ネイチャーゲームとかまどご飯でおに
ぎり作り』かまどで炊いたご飯は、炊飯器で炊くご飯と
は一味も二味も違いましたね。そして自然の中で食べる
ということも、また格別でしたね！自然は、なにもなく
ても楽しめる！そんなことを私たちは伝えられたらな
って思っています。何もなくても、自然があるだけで楽
しめるのが自然の素晴らしさ。また一緒に遊びましょう
ね☆地産地消という言葉をきいたことがありますか？
地元の物を地域で消費することで地域が活性化します。
そして、地元の旬のものを食べると、身体に良いって知
ってますか？１１月２５日に、星を見上げる会で地元の
野菜やお味噌を使ってすいとん作りします。ぜひ一緒に
楽しみませんか？ご参加お待ちしております 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

