発行元 ： ＮＰＯ法人
子育て家庭支援センター

あいくる
℡：２９６６－２８４８
平成３０年１月号

http://aikuru-iruma.com
E-mail : aikuru@m.ictv.ne.jp
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!

みんなで見上げた夜空は最高！
あいくる初の夕方からのイベ
ント。いつもなかなか来られ
ないお兄ちゃんお姉ちゃん、
お父さんたちもたくさん参加
してくれて、賑やかで楽しい
会になりました。
みんなですいとんに入れる団
子をちぎったあとは、星のお
話を聞いたり、とても大きな
望遠鏡を覗かせてもらった
り。初めて望遠鏡で見るお月
さま、どうだったかな？

夜空にのびる光線にビ
ックリ！
星を見上げながら、児
童センターの方のお話
を聞きました。

支援センター

地場産の野菜やみそ、小麦
粉で作ったすいとんはおい
しくて最高！みんないっぱ
いおかわりしてくれました♪

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

東藤沢地区でも、4 月から定期的に
水曜日に「はぴはぴ」ができるように
なりました！
時間は９：３０～１４：３０
他の広場と同じく、お昼も食べられます。
第４水曜日だけ場所が第６区公会堂になり
ますのでお間違いなく！
たくさん遊びに来てくださいね♪

子どもはもちろん、大人だって誰だって『安心して集まれる場所』が欲しい‼
地域に支えられて育ってきたあいくるは、そんな『みんなの居場所』にピッタリ♪
誰でもおいで！遊びにおいで！みんなでワイワイ集まりましょう。
あいくる・はぴはぴ利用者さん、巣立っていったお友達、ご近所の皆さん、その他どんな人でも
大歓迎。みーんなで楽しもう♪

１月１０日（水）１４：００～１７：００

（あいくる豊岡広場
はぴはぴは１２時までです）

２月より毎月第１火曜日 16：00～19：30 まで
「みんなのひろば」（利用料無料）を実施します。

ベットの上で絵本タイムが終わると「ねかしつけして～」と可愛い声。
我が家の子たち、おっぱい飲んでころんと寝てくれた時期を終えたら、
それぞれに寝るための手助けが必要とのことで。
長女の小さい頃は子守唄にマッサージ。長男は耳を綿棒でくりくり。
三番目ちゃんはぎゅっとだっこして、背中をさすって。四番目君は痒いところをなでなで。
スマホ片手じゃダメなんです。一日の終わりに試される愛情。きっと安心感が必要な瞬間なんでしょうね。
家事を残してるから早く寝てくれ～っともどかしい時も、私の寝息が子守唄になる時もありますが、まだ
まだ大切な我が家のひとときです。

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）
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⇒ 出張広場はぴはぴ 開催場所
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３
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４

冬休み

冬休み

冬休み
９
☆手形・足形の日
9：00～11：30
13：00～14：30

冬休み
１０ [野菜の日]
あいくる豊岡広場は
12 時までです。

５
冬休み

冬休み

冬休み)

豊岡

お休み
１５【プレママ&ベビーの日】
☆阿部助産師さんと話そう
13：00～14：00

白髭神社内２区公会堂
(消毒)
１６
☆ハンドマッサージ
13：30～

春日神社(消毒) AM のみ
不動院前集会所 AM のみ
１７ [野菜の日]
☆ＦＡＤ救命救急の日
13：30～14：30

日
７
休み

１３

１４

冬休み

１１

１２
ぱぱくる防災講座
1 月 13 日(土)
10：00～要申込

☆あいくる・みんな
のひろばスペシャル
14：00～17：00
出張広場
はぴはぴ

土
６
休み

藤沢第 6 区公会堂
八坂神社
１８
★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
☆鳥村おじさんの絵本の日
14：00～

休み

1 月のおはなし会
１月１３日(土)11：00～
場所：紀伊國屋書店
金子公民館（消毒）
１９
☆ベビーマッサージ
10：30～11：00

２０

２１

休み

休み

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

ぱぱくるヤキイモタイム

1 月 20 日(土)10：00～
費用：1 家族 300 円
青少年活動センター（要申込）
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

藤の台公民館（消毒）
二本木公民館(消毒)
２２【プレママ&ベビーの日】
スタッフ研修のため
午前中お休み
13 時～開室

藤の台公民館(13 時～)
二本木公民館(13 時～)
２９【プレママ&ベビーの日】
☆絵本と遊び
11：00～11：30
お悩み相談 inFM 茶笛
FM77.7 で放送！
13：00～13：30
藤の台公民館
二本木公民館

白髭神社内２区公会堂
２３
☆みんなで公園に行こう！
１０：００～１２：００
場所 彩の森公園
予約不要

白髭神社内２区公会堂
３０
☆ゆうこのハッピータイム
11：30～12：00

春日神社
不動院前集会所(消毒)
２４【野菜の日】

春日神社
不動院前集会所
３１【野菜の日】

☆ままっとタイム
１3：30～14：00

白髭神社内 2 区公会堂

八坂神社
２５
☆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
２６
☆お誕生日会
11：00～11：30
1 月生まれのお子さんに
はミニプレゼント

２７

２８

資源
回収

休み

手形を押すので
３０分前には来
てね

東藤沢公民館
八坂神社（消毒）
金子公民館
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。

春日神社
不動院前集会所

各所 AM9:30～14：30（ランチタイム有）
荒川かおる/文

山内彩子/絵

（2017 年 3 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
歩き始めた子どもには一歩一歩が冒険のようなもの、新しい驚きや発
見がいっぱいです。歩きはじめて間もない男の子がくつをはいてお散
歩に出発！ひとりで歩けるうれしさ、誇らしさが生き生きと伝わってきま
す。歩くことに興味津々の子どもの様子を丁寧に見つめ、幼い読者が
共感する言葉を紡ぎ出してくださってます。「とっとこ」「とっとこ」 こども
の成長の中では、ほんのひとときの姿ですね！
やぎゅうげんいちろう/作
（2004 年 12 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
幼い子どもたちは直観力が優れているからまずパッパッと見て何だか
面白そうな絵本だなと思ってくれるでしょう。バナナを持ったサルが次
ページでは黄色い長風船を持った男の子に変身。ブタの女の子が次
のページでペットボトル君に変身。
にてるでしょ！ちょびっとね！お楽しみ！

【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）

〈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。
ご提供いただいたエコキャップは再生プラスチック原料として
換金し、子どもたちへの環境教育等、様々な社会貢献活動にあ
てられています。

ださい。

〈今回提供したエコキャップのご報告〉
数量
個数(約)
29 年 11 月 １５０kg
64,500 個

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。

11 月末報告による累計個数 1,820,906 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➡13,481.05kg
・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。
〈正会員〉

素晴らしい１年を過ごしましょう！
今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

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）
高垣

笹井

小林

高橋

小野

清水

やごうら

阿部

葛西

岩城

浅見

半田
萩原
横尾

福田
山岸
田口

都市開発

ＮＰＯ法人子育て家庭支援センターあいくる
〒３５８－０００３

山口

田子

入間市豊岡１－８－３９ サイオス駐車場棟１Ｆ

澤口

うす

℡０４－２９６６－２８４８

い

E-mail

＊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）

新年おめでとうございます。今年もあいくるをよろし
くお願いします。
今年から月 1 回始まる「あいくる・みんなの広場」は、
誰でもが集える場所にしたいと思っています。いろんな
人がここで顔を合わせ、おしゃべりを楽しみ、のんびり
くつろぎ、勉強したい人はここで勉強してもいい。そん
な楽しい場所を思いえがいています。記念すべき初回は
おもちつきで賑やかにいきましょう。外は寒いので、暖
かくして来てくださいね。
4 月からは東藤沢に出張広場が増えます。今年もたくさ
んの親子さんとの出会いを楽しみにしています。
Nozomi

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

