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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!

通信「ママと子どもの英会話」
ロジャース律子さん
日常で気軽に使える英語を
教えてくれます

通信「なつみ奮闘記」青木菜摘さん
子育ての話は、いつもユーモアと
温かさがいっぱい！

みんな大好き！
絵本の鳥村おじさん
時にはカメラマンにも変身！

「みんなの広場」

「絵本と遊び」の横田マチ子さん
優しい時間が流れます
伊藤さんと坂本さん
毎週おもちゃ消毒に来てくれています

支援センター

あいくる って…

自分のペースで 出かけ、
いつ行って、いつ帰ってもいい、
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

武久さん＆田畑さん
いつもおいしい
お料理を
作ってくれて
います

今年は、ＮＨＫ・Ｅテレなどでもおなじみの「ロバ
の音楽座」さんのコンサート！
中世・ルネサンス時代の古楽器や世界の珍しい楽
器、手作り楽器などの優しい音色が響き、聴いた後
に幸せな気分になれるような、心暖まるステ－ジで
す。小さなお子さんもリラックスして聴ける柔らか
な雰囲気の空間で、
ベビーちゃんから
楽しめます。
耳に残る優しい
音楽を、一緒に
楽しみましょう。

あいくるのあゆみ
平成１６年６月に「あいくる広場」がオープンして満
１５年！！利用料５００円をお母さんたちに負担して
いただいていた、オープン当初が懐かしく思い出され
ます。先月行われた「子育てフェスティバル」の第１
回目は、ファザリングジャパンの安藤哲也さんをお招
きし、あいくるが実施しました。２回目からは実行委
員会形式で子育てママとあいくるスタッフで企画運営
し、今年も沢山の親子が参加しました。７月の「夏ま
つり」は平成２０年から、赤ちゃん達のオムツが入っ
たビニール袋、スナック菓子袋、コーヒーの袋等々皆
さんのご協力でリサイクル七夕飾りとこどもうちわ展
＜あいくる前歩道で子どもも大人も水遊び！＞
を行い早１０年となります。
秋の「うんどう会」、当初は愛宕公園でおんぶ競争や段ボール乗りなどで泥まみれになりながら楽しんで
いましたが、平成２０年から豊岡小学校の体育館に移り、新聞紙ゲームや布バルーン、パン食い競争等
種目も増え、赤ちゃんからママパパ、じぃじ・ばぁばまで楽しみが拡大しました。
現在、出張広場８か所を実施するとともに、子育て応援講座、産前産後ケア、おやこ de 先生未来教室、
みんなの広場等々それぞれの場所、それぞれの事業にスタッフ一同取り組んでいます。これからも子育
てしている親子に寄り添い、子育てするなら入間市に！を目指し活動していきます。

豊岡広場うちわづくり
夏まつりにかざるうちわを
作りましょう！
おまつりではたくさんの
うちわが並び、目に涼を
運びます。自分のうちわが
どこにあるか、探すのも
楽しいよ♪
着替え・タオルを忘れずに！

☆日 時

6 月 6 日(水)・７日(木)・８日(金)
10：00～11：30 13：00～14：00
☆参加費 無料 （親子とも汚れても良い服装で
来てね！）

あおぞらおえかき＆うちわ作り
長～い大きな紙に思いきり描こう！
お子さんとママと、みんな一緒に
色とりどりの絵の具で作品作り。
夏まつりに、大きな道路に面した
サイオスの壁で作品展をします。
親子とも汚れてもいい服装で来てね！
着替え・タオル・帽子も忘れずに！

６月２6 日（火）10：00～12：00
彩の森公園
雨天延期かどうか不明な場合は、ブログを確認して
いただくか、あいくるへお問い合わせください・。

※雨天延期の場合

７月 3 日（火）10：00～12：00

彩の森公園

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
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。
【野菜の日】は 14:00～豊岡広場前で、有機野菜の販売があります。

出 張

⇒ 出張広場はぴはぴ 開催場所

木

金
１
藤の台は出張
子育て相談窓
口日です

出張広場
はぴはぴ
豊岡

土
２

日
３

休み

休み

９

１０

藤の台公民館
金子公民館
４【プレママ&ベビーの日】 ５
☆手形・足形の日
☆みんなの広場
10：00～11：30
16：00～19：30
13：00～14：30

６【野菜の日】
☆うちわ作り
10：00～11：30
13：00～14：00

７
☆うちわ作り
10：00～11：30
13：00～14：00

８
☆うちわ作り
10：00～11：30
13：00～14：00

休み

6 月 9 日 11：00～
おはなし会
場所：紀伊國屋書店
出張広場
はぴはぴ

豊岡

出張広場
はぴはぴ

二本木公民館(消毒)
八坂神社
１１【プレママ&ベビーの日】
☆阿部助産師さんと話そう
10：30～11：30
☆ハンドマッサージ
13：30～
二本木公民館
八坂神社（消毒）
18【プレママ&ベビーの日】
☆ＦＡＤ救命救急の日
13：30～14：30

豊岡
出張広場
はぴはぴ

豊岡

二本木公民館
八坂神社
25【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

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

二本木公民館
八坂神社

不動院前集会所
1４
☆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

☆ままっとタイム
１3：30～14：00
白髭神社内２区公会堂
19
☆フリーマーケット
9：30～11：30
いつもの広場は
12：00～開室します
白髭神社内２区公会堂
26
☆あおぞらおえかき
予約不要
10：00～12：00
場所 彩の森公園
☆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

出張広場
はぴはぴ

春日神社(消毒)
東藤沢公民館
1３【野菜の日】

白髭神社内２区公会堂
お休み（あおぞらおえ
かき中止の場合は通常
通り開室です。）

春日神社
東藤沢公民館
２0【野菜の日】
スタッフ研修のため
１３：30 から開室
します。
春日神社(13 時～)
東藤沢公民館(13 時～)
27【野菜の日】
☆お誕生日会
11：00～11：30
6 月生まれの
お子さんには
ミニプレゼント

汚れてもいい
服装で来てね！

不動院前集会所
２1
☆鳥村おじさんの絵本の日
14：00～

不動院前集会所
28
★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

藤の台公民館(消毒)
金子公民館
1５

1６

１７

休み

休み

23

２4

資源
回収

休み

藤の台公民館
金子公民館
22

藤の台公民館
金子公民館(消毒)
29

30
休み

手形を押すので
３０分前には来
てね

春日神社
藤沢地区第６区公会堂

不動院前集会所(消毒)

藤の台公民館
金子公民館

各所 AM9:30～14：30（ランチタイム有）
※おもちゃ消毒の日は、午後２時迄となります。
やぎゅうげんいちろう/さく
（2015 年 7 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
あかちゃんは、ねるのが大好きです。ねるのが好きなんだから、絵本
にでてくる子たちをどんどん寝かせていいのです。なすびやかぼちゃ
の子のねむたげな表情は、見ているこちらまで眠くなる。まさに「おや
すみなさいの絵本」です。びーびー泣いているなすびのこ、なすびのこ
はねむたいよー、絵本を楽しんだあと、どの子も「ねーたーよー」と安ら
かな眠りについてくれればいいなと思います。

MAYA MAXX（まや まっくす）/えとぶん
（2018 年 4 月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店）
パンダも人間の赤ちゃんも生き物はすべて食べることが生きることに
直結しています。ぱんだちゃんが竹をむしゃむしゃ食べる様子は生き
物が持つ生命力を感じさせます。また、食べて遊んでうんちして眠るパ
ンダの天真爛漫な姿は人間の赤ちゃんそのものです。この絵本を仲立
ちにお子さんと楽しい時間を過ごしてくださればうれしいです。

【八坂神社】
【二本木公民館】

毎週・月曜日（仏子 942）
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）
【東藤沢公民館】 第 1.2.3.5 水曜日（東藤沢 3-19-19）
【藤沢地区第６区公会堂】 第 ４ 水 曜 日
【不動院前集会所】

毎週・木曜日（下藤沢 980）

※不動院前集会所とは‘藤沢第 2 支部集会所‘

【 金 子 公 民 館 】 毎週・金曜日（寺竹 535-1）
【藤の台公民館】 毎週・金曜日（上藤沢 406-31）

〈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)
30 年 5 月 116.0kg
49,880 個
5 月末報告による累計個数 1,939,586 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➡14,350.45kg
・お手数ですが、キャップは
綺麗に洗ってお持ちください。

杉の木 1025 本
が 1 年間に吸
収する CO2 量
に相当します

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〉

おやつを食べる前に手を洗って！

■入会金

なし

外でも過ごしやすい気候になりましたね。さて、
子供達が外遊びから帰ってきたら、使ってみて
くださいね！
ロジャース律子

■年会費

３,０００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）

●あたたかいご支援ありがとうございました

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、西武燃料、田中、山口、吉沢、雫石、
田畑、増田、佐藤、島田、田口、坂、髙垣、
沢口、やごうら、手塚、浅見、高崎、岩崎、
林、谷、新井、福田、木下、原田
＊その他大勢の方にいただきました。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://www.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。

（編集後記）
すっかり暑くなり、プールが待ち遠しいこの時期。あちこ
ちの広場で水遊びの姿が見られます。豊岡ではぞうさんジョ
ウロに水を入れ、お花にチョロチョロ。バケツに水を入れて、
足をジャブジャブ。足だけじゃ満足できない！頭からバケツ
をジャバー！こんな感じで毎日お水と仲良しです。ママ達も、
着替えをしっかり 2 組くらい持って来てくれていて「お洋服
汚していいよ」とニコニコ。そんな風に遊ばせてもらえて幸
せだね♪ 先日あるママが「子どもだけじゃなくて親も着替
えが必要だった」と言っているのを聞いて、子どもと一緒に
遊んでいるからこそ出る言葉だなぁ、ママ素敵だなぁ、とこ
ちらも嬉しくなりました。さぁ、ママも子どもも着替えを持
って、あいくる＆はぴはぴに遊びにおいでー！ Nozomi

＜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

