
 

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! 
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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。 
 

あいくるスタッフには、保育士のほか、 

発達支援サポーター、早期発達支援士、 

音楽療法士等、専門の知識を持った者が 

います。みなさん安心してご利用ください。 

 

日常とコロナ対策が切り離せない今日この頃。 

あいくるでも、来てくれる皆さんを感染から防ぎながら、 

どのように日常を提供して行くのかをいつも考えています。 

そのための工夫と取り組みをこれから少しずつご紹介したいと思います。 

＊＊ ＮＰＯ法人子育て家庭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 ＊＊ 

 

時間も短縮。17時半～19時に。 

距離をとりながらも一緒に過ごす時間を楽しみ、 

笑顔でまた次回！ 

今まで屋内でも開催していた広場を、屋外のみで開催。 

受付で消毒をした後、それぞれが距離をとって持参したシートを敷きます。 

食事も個別にパック詰めされて衛生面に配慮。1人 1人に配られるので、密をつくりません。 

日時：令和 2 年 12月 15 日（火） 

  10：00～10：45（受付開始 9：45） 

場所：中央公民館１号室 

申込開始：12 月 1 日（火）９：００～ 
※密を避けるため TEL のみの受付になります。 

  あいくる TEL:2966-2848 

参加費：１組２００円 

（お子様２人目以降＋１００円） 
※12 月 11 日（金）までにあいくる・はぴはぴで 

事前にお支払いください  

定員：先着 子ども 25名（未就園児対象） 

☆当日レジャーシートをお持ちください☆ 

 

どこにシートを敷こうか？この日だけは、あいくる前

にあるショッピングセンターサイオスさんの駐輪場を

お借りして、広いスペースを確保。地域の方々のご協

力あっての開催です。 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

日程 実施場所 申込受付日(AM9時より) お礼 

11/24(火)27(金) 12/2(水) 入間市立向原中学校 10/26（月） 給食 

12/3(木)10(木)17(木) 入間市立藤沢中学校 11/16（月） 給食 

12/1(火)※妊婦さんのみ募集 埼玉県立向陽高校 随時 お弁当 

1/19(火) 予定 埼玉県立向陽高校 追ってお知らせします お弁当 

1/29(金)   入間市立西武中学校 1/7（木） 給食 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤井 蓮/作

（2019年 11月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店） 

ページをめくって眺めています。読んであげると「ほい

っ」というところで嬉しそう！生き物たちの「こっちむい

てほいっ」愛嬌たっぷりに描かれています。 

みやまつともみ/さく 

（2020年 5月発行 こどものとも 0.1.2 福音館書店） 

貼り絵で作られ、虫のかわいさ、美しさ、おもしろさが

赤ちゃんにも伝わってくる絵本です。 

「あ、ありさん」「あ、みつばちさん」… それぞれの虫

たちの細かい部分までも丁寧にかかれ、赤ちゃんと虫

の出合いがいっそう素敵で豊かになるでしょう！ 

以前、あいくる.あんで自粛中の生活についてのアンケ
ートを行いました。 
この中で多くの方が困り事として答えていたのは 
・親子だけで家で過ごすのが辛い 
・家族以外の誰かと喋りたい 
・子どもの運動不足が気になる 
 
コロナ禍での出産.育児は不安な 
事も沢山あったと思います 
 
お家で親子だけでいる時に誰かと繋がって話ができた
ら‥親子で体を動かしてリフレッシュできたら‥ 
今後オンラインを使った講座やイベントも増えていく
ので、参加してみるのもいいですね。 
でも、やっぱり誰かと会って話がしたい! 
そんな時はいつでも広場に来て下さいね。 

あいくる 利用者支援専門員 伊藤里実 

月～金 9時～16 時半 

2020年度開催予定 
次世代育成を目的に、乳幼児親子と若者達の触れ合いを行う「おやこ de先生の未来教室」 

毎年多くの皆様にご協力をいただき開催しております。開催が危ぶまれた今年度ですが、 

以下の日程での実施が決まりました！しっかりと感染症対策を行ったうえでの実施となり 

ます。皆様のご協力をお願いいたします！ 

おやこ de先生の 

未来教室 

おやこ de の

情報が届きま

す。ご登録く

ださい！ 

講師に関戸博樹さん（日本冒険遊び場づくり

協会代表）をお迎えして行われた第２回講座。

子どもにとっての遊びについて、子どもへの

寄り添い方など様々なお話を聞くことができ

ました。午後、子どもに向き合いながら遊ぶ

パパたち。楽しくて学びの多い１日でした。 

いよいよ次回は今年度最終回。 

ぜひご参加ください。 

『街はみんなの遊び場だ！ 

～道遊びのススメ～』 

講師：嶋村仁志氏 

（TOKYO PLAY 代表理事、 

日本冒険遊び場づくり協会理事、 

大妻女子大学非常勤講師） 

日時：１１月２８日（土） 

10：00～15：00 

参加費：1500円 

募集人数：２０組 

お申し込みはあいくるまで。 

来年 5月 23日（日）に西武

公民館前グラウンドで行わ

れるフェスティバルの実行

委員を募集します！ 

月に１～２回の会議と、当

日までの準備・当日の運営

を通して、一緒にフェステ

ィバルを作ってみません

か？ 

実行委員に興味のある方

は、お近くのスタッフ 

までお声がけください♪ 

 



 

11 月 あいくる広場 ＆ 出張広場はぴはぴ 
あいくる豊岡広場の午後は予約なしで利用できます！ 

 

 月 火 水 木 金 土 日 

 

豊岡 
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。 

1 

休み 

 

 

豊岡 

２ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

 

３ 文化の日 

 

お休み 

４【野菜の日】 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

５ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

 

６ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

 

 

７ 

休み 

 

８ 

休み 

出張広場 

はぴはぴ 

春日神社 

博物館アリット 

（雨天：中止） 

お休み ねいちゃ～ 

東藤沢公民館和室 

不動院前集会所 

ふじのみや公園 AM 

金子公民館 

藤の台公民館 

  

 

 

豊岡 

９ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

１０ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

☆阿部助産師さんと話そう 

13：30～1４：30 

 

 

１１【野菜の日】 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

１２ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

☆産後ケア ※要予約 

10：00～11：45 

健康福祉センター 

１３ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

１４ 

休み 

１５ 

休み 

出張広場 

はぴはぴ 

春日神社 

二本木公民館 

彩の森公園 

（雨天：白髭神社 2区公会堂） 

ねいちゃ～ 

東藤沢公民館会議室 A 

不動院前集会所 

ふじのみや公園 AM 

金子公民館 AM のみ 

藤の台公民館 

  

 

 

豊岡 

１６ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

１７ 

スタッフ会議のため 

お休み 

１８【野菜の日】 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

１９ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

２０ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

２１ 

休み 

２２ 

休み 

出張広場 

はぴはぴ 

春日神社 

二本木公民館 

白髭神社 2 区公会堂 

お休み 

ねいちゃ～ 

東藤沢公民館視聴覚室 

不動院前集会所 

ふじのみや公園 AM 

金子公民館 

彩の森公園 

（雨天：藤の台公民館） 

  

 

 

豊岡 

２３ 勤労感謝の日 

 

お休み 

２４ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

 

２５【野菜の日】 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

 

２６ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

 

２７ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

☆あいくるフリーベース 

（若者の居場所） 

17：00～21：00 

２８ 

休み 

☆資源 

回収 

２９ 

休み 

出張広場 

はぴはぴ 

お休み 白髭神社 2 区公会堂 ねいちゃ～ 

第６区公会堂 

彩の森公園 

（雨天：不動院前集会所） 

金子公民館 

藤の台公民館 

  

 

豊岡 

３０ 

午前のみ 予約制開室 

午後 13 時～予約不要 

 ☆表示の事業はあいくる豊岡広場のみで行います。 

 春日神社 

二本木公民館 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

 

紀伊國屋書店の 

おはなし会は 

お休みです 

◇ご利用条件 
・親子とも検温を行い 37度以下であること 
（お子様はこの限りではありません。ご相談ください） 

・マスクを着用すること※お子様は可能な限り※ 
◇消毒タイムのご協力をお願いします 
 10時半、14時は消毒タイムのため室外へお願いします。 

室内とオモチャの消毒、換気をさせていただきます。
室内で食事はできません。12～13時も消毒タイムです。 

◇対応するスタッフについて 
 マスクの着用や毎日の健康管理は欠かしておりません
が、新型コロナウィルスの特性上、感染していないと
は断言できません。ご承知の上、ご利用ください！ 

 
あいくる予約時間 
① 午前 9:00-12:00（８人） 

☆午後(13時～)は予約なしでご利用いただけます☆ 

 

 

◇予約方法  … あいくるにお電話ください 
◇ご利用条件 … 密を避け多くの人にご利用い
ただけるように、午前午後合わせて 1日 1回、週２
回までのご利用とさせていただきます。午後室内が
多い場合は譲り合いにご協力ください。 

 

はぴはぴについて 
☆どの広場も予約なしでご利用いただけます☆ 

 ※公民館により部屋の利用人数の制限があるので、 

多くなったら入れ替えをする可能性があります 

*不動院前集会所は室内のみ。外遊びができないため、 

「ふじのみや公園」で AMのみ同時開催 

＊不定期で公園遊びの日があります。（雨天中止） 

雨天時は、通常のはぴはぴ広場を開催します。 

 

＜あいくる出張広場 はぴはぴ＞ 利用料：無料 
各所 9：30～14：30（12：00～13：00 除く) 

 

【 春 日 神 社 】  毎週・月曜日（春日町 1-6-1） 

【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）   
 

【 ね い ち ゃ ～ 】 毎週・水曜日（鍵山 3-10-20） 

【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（下藤沢 383-2）  

【不動院前集会所】  毎週・木曜日（下藤沢 975-3） 
※不動院前集会所とは‘藤沢第 2 支部集会所‘ 

 

【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） 

← フ ー ド ド ラ イ ブ 週 間 ( 火 曜 ～ 金 曜 ) → 

村野裕子ラジオ出演 

FM77.7 で放送！ 

13：00～ 
 

11/2アリットおよび 11/10.20.26 彩の森公園 
9:30～14:30 開催。12:00～13:00 は各自お過ごしください 

鈴木翼くんの 

パパママ向け 

オンライン講演会 

13：00～15：00 

要申込・500 円 

パ パ 力 Ｕ Ｐ 講 座

10：00～15：00 

あいくる豊岡広場 

要申込・1500 円 

あいくるうんどうかい 

10：00～11：00 

豊小体育館・25 組 

要申込・1 人 50円 

上履き。バスタオル持参 

☆みんなの広場 

17：30～ シート持参 

室内利用不可・雨天中止 
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●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 

 関川 宮城 澤口 高崎 栗林 菅谷 神園  

田畑 岩城 河村 
 

＊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・アルミ缶の資源回収をしています。 

ペットボトルキャップは回収いたしません（R2,4 月～） 

 

（編集後記） 先日「13 歳からのアート思考」という面白い

本を読みました。そのなかで、幼い子が見て見てーと描いて

差し出したその絵に対して、みんなはなんと声をかけるだろ

うかという問いがありました。「何を描いたの？」「これは虹

かな？」そんな感じの問いかけに、なぜかその子は下を向い

てしまったということです。どうして？ 大人は絵に意味を

持たせようとするけれど、実はその子は意味を持って描いた

のではなく、手が動いたその動きが線に表れたのが嬉しくて

それを見て欲しかっただけだった、というのが、その時の答

え。なるほどそういうことか！「大きく描いたね」「のびのび

描けてる」。自分の見たままに。そういう見方を知って、自分

の言葉の引き出しがまた１つ増えました。Nozomi 

 

“Can you count one to ten 

in English?” 
 

英語で１から１０まで数えられる？ 
 

今月はぜひナンバーを英語で教えてあげてくださ

いね。お家で練習すると子どもさんにとってかな

りの自信になって身についていきます。 

 ロジャース律子                             

                  

 

 

 

 

“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〉 

■入会金  なし 

■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）  １０,０００ 円 

 

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。 

Instagram やってます！→ → →  
 

 

＜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・祝祭日はお休み 

 

〈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。 

おもちゃや、みなさんに気持ちよく過ごしていただく

ためのお掃除用品などをいただいています。 

 

〈利用者支援事業を行っています〉 
 

あいくるでは、令和２年 5 月から利用者支援事業

『cocoperi ここぺり』が始まりました。普段の広

場でも今まで通り相談できますが、より詳しい情報

を持つ専門のスタッフが、子育て情報をお伝えしな

がらママの悩みを一緒に考えます。 

子育ての困った時や、子どもの心配など、遊びに来

たついでにちょっと話してみませんか？ 

あいくる・あん・出張広場はぴはぴ 

だけでなく、市内の支援センター 

にも行く予定です。 

 

 

あいくるでは一時預かりをしています！ 
 

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。 
 

  6 ヶ月～1 歳未満児 1 時間９００円より 

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。 

・多胎児支援(双子ちゃん・３つ子ちゃん等)として 

双子ちゃんたちの一時預かり料金が 

2 人目以上無料になります。（R2.8.1より～） 

 ・障がいをお持ちのお子さまもご相談ください 

 

http://www.aikuru-iruma.com/

