発行元 ： ＮＰＯ法人
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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!

うんどうかい楽しかったね♪
大きな風呂敷バルーンや
マットの上を走らせた大玉列車
あまりの大きさにびっくりしたね。みんなの
みんなでワクワクドキドキ♪♪♥
楽しかったね☆

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

１月は、２週連続「ぱぱくる」♪
パパとお子さんのお申込みをお待ちしています！

■消防士さんと作ろう！防災計画■
消防署職員による防災講座！パパと一緒に
防災計画たててみませんか？
消防車の見学もします♪
日
場
費
定

時 １月 13 日（土曜日）
10:00～12:00
所 あいくる豊岡広場
用 無料
員 親子 20 組

申

込 １２月１１日（月）より申込開始
あいくる豊岡広場へお申し込みください。
（tel:2966-2848）

焚火をしながら森の中で遊び、焼き芋も楽しみましょ
う。パパたちはお子さんと遊びながら、火の番もよろ
しくお願いします♪この企画はママもお兄ちゃんお
姉ちゃんもパパと一緒に参加いただけます。
日 時 １月 20 日（土曜日）
10：00～１2：00
場 所 青少年活動センター
（入間市小谷田 1681-1）
費 用 １家族 300 円
協 力 ＮＰＯ法人ハンズオン埼玉
この企画は、おとうさんのヤキイモタイム実行委員会にサツマ
イモを提供していただいて開催します。
※定員はありませんが、材料調達の都合上
1/12(金)までに申し込みお願いします。

「あいくる Happy 地域感謝デー」開催します！
日頃お世話になっている地域の皆様に心からの感謝をこめて開催します。
おじいちゃんおばあちゃん、近所の人も、どなたでもご参加いただけます。
プロの芸人さんも来てくれますよ♪
みんなで笑って！餅ついて！おなかも心もポカポカになりませんか。
お餅はなくなり次第終了になります。
日 時
内 容
場 所
持ち物
費 用
協 力

１月 10 日（水曜日） 1４：００～１７：００
バルーンアート、ものまね など
餅つき
あいくる豊岡広場のお庭&サイオス駐輪場
（室内はオムツ交換、授乳、トイレのみの利用となります）
お餅を入れる容器、お椀、お箸、飲み物
無料
ＨａｐｐｙＥｎｅｒｇｙ

黄色いレシートご協力ありがとうございます。

藤沢第６区公会堂にはぴはぴがやってくる♪

いつもイオンの黄色いレシートにご協力いただ
きありがとうございます。
レシートから還元されたお金で、皆様に使ってい
ただくあいくるの備品を充実させていただきま
した。シャボン玉やプラレールの連結部品、手形
を押すための画用紙など、いろいろ揃いました！
これからもご協力よろしくお願いします。

❄開催日❄１２月１４日(木)＆１月１１日(木)
❄時 間❄９時３０分～１２時
❄利用料無料・開催時間中出入り自由です。
❄駐車スペースに限りがあります。詳しくは HP
やチラシをご確認ください。

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、
＜年末年始のお休み＞
農家のくまさんの
豊岡広場
１２／２８（木）～１／８（月）
有機野菜の販売があります。

出張広場はぴはぴ１２／２９（金）～１／８（月）
新年は １／9（火）～
出張広場はぴはぴ

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

土
2

日
３

休み

休み

9

１0

豊岡広 場 お 休み
金子公民館お休み

始まります。

4【プレママ&ベビーの日】 5
☆ 手 形 ・ 足 形 の 日
9：00～11：30
13：00～14：30

6

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)
１１【プレママ&ベビーの日】 １２
☆おえかきあそび
☆みんなで公園に行こう！
10：00～11：00
予約不要
１０：００～１２：００
☆ＦＡＤ救命救急の日
場所 彩の森公園
13：30～14：30

春日神社(消毒)
不動院前集会所
１３ [野菜の日]
☆ベビーマッサージ
10：30～11：00

藤の台公民館
二本木公民館
白髭神社内２区公会堂
１８【プレママ&ベビーの日】 １９
スタッフ研修のため
☆ゆうこのハッピータイム
終日おやすみ
11：30～12：00

金
1
あいくるクリスマス会
ＡＭ10：00～11：00
場所：イルミン３Ｆ
※要予約

[野菜の日]

金子公民館お休み
8

7

1２月のおはなし会
1２月９日(土)11：00～
場所：紀伊國屋書店
東藤沢公民館
八坂神社

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

☆ハンドマッサージ
13：30～
春日神社
不動院前集会所(消毒)
２０【野菜の日】

☆ままっとタイム
１3：30～14：00

１４
★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

金子公民館
１５
☆お誕生日会
11：00～11：30

休み

１６

１７

休み

休み

12 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

藤沢第６区公会堂
八坂神社
２１
☆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

金子公民館
２２
資源回収

２３
天皇
誕生
日

２４
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

豊岡
出張広場
はぴはぴ

藤の台公民館お休み
二本木公民館お休み

２５【プレママ&ベビーの日】 ２６【野菜の日】
☆絵本と遊び
☆阿部助産師さんと話そう
11：00～11：30
10：30～11：30
藤の台公民館
二本木公民館

春日神社
不動院前集会所

白髭神社内２区公会堂

白髭神社内 2 区公会堂

２７

八坂神社
２８
大掃除のためお休み

春日神社
不動院前集会所

金子公民館(消毒)
２９
冬休み

３０
冬休
み

八坂神社 AM のみ
（消毒）

各所 AM9:30～14：30（ランチタイム有）
尾崎玄一郎・尾崎由紀奈/さく
（2017 年 11 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
「何ですか、それは？」「はい、かばんばんです」「かばんばんですか」
「はい、かばんばんです」
この「かばんばん」実物は「縦 45ｃｍ、両腕を広げた横の長さは 90ｃｍ」
ほど。カーペット素材でできていて実際に物を入れて持ち歩けます。作
者のお二人は不思議な「かばんばん」からどんなものが出てくるかなと
イメージを広げて、このユニークな絵本を作ったそうです。リズミカルな
言葉に合わせて、赤ちゃんが楽しんでくれるとうれしいです。
中辻悦子/さく
（2006 年 11 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
赤、青、黄、紫、緑…いろんな色のまるいてんが集まって大きくなったり
小さくなったり、くっついたり、並んだり、画面いっぱいに広がったり、ま
るの色や大きさが目に鮮やかな絵本です。
まるの世界は赤ちゃんにはどんな風に映るのでしょう…まるとまるが共
鳴し合って、動き出しそう。

【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）

３１
冬休
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 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。

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）
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〉

上着を着なさい！
今年も一年ありがとうございました。寒い日はぜ
ひこのフレーズ使ってみてくださいね。来年もよ
ろしくお願いいたします！
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
（順不同・敬称略）

鳥村征
田畑

繁田 幸

岡安 幸

山畑商店

木村

平岡

村井

御秡如

むらつばき

山口

斉藤

菊地

宮岡暉 平岡 芳
小河原

吉田

近江谷

鈴木

高崎

菊池 山畑
＊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。

ＮＰＯ法人子育て家庭支援センターあいくる
〒３５８－０００３
入間市豊岡１－８－３９ サイオス駐車場棟１Ｆ
℡０４－２９６６－２８４８
E-mail

aikuru@m.ictv.ne.jp

http://aikuru-iruma.com
（編集後記）

あいくるちびっこ運動会、とても楽しかったですね。
あいくるの運動会は親子で楽しめるプログラムになっ
ています。親子で大玉を転がしたり、新聞紙をビリビリ
したり、なんといっても大きな風呂敷には、みんな目が
キラキラ☆ふわふわしている風呂敷に、みんなで隠れた
りワクワクドキドキがたくさんありましたね！おうち
でもバスタオルなどをつかって遊んでみてください
ね！さて、気づけば今年もあと１ケ月です。風邪やイン
フルエンザが流行り始めてきたようです。体調管理に気
をつけましょう！我が家では、大掃除の窓ふきを子ども
たちとします。キレイに拭くのは難しいけど、一緒にゴ
シゴシするのを楽しみながらやってます。ぜひ一緒に大
掃除してみてはいかがでしょうか？
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

