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子育て支援センター あおぞら

り

２０１９・１０月

（入間市の委託事業です）

〒 ３５８－００２３
入間市扇台 ４－５－１９
☎ フリーダイヤル ０１２０－７７０７６５ （お問合せや育児相談もどうぞ）
０４－２９６３－７７０７ （おおぎこども園代表電話）

秋の虫たちの大合唱が聴こえてきましたね。
大人は虫の音よりも 秋の味覚の方が良いでしょうか。子育て支援センターあおぞらの
建物の周りの自然にも秋色が見られるようになってきました。当センターにお越しになる
際はお子さんと手をつないで自然を見ながら又触れながら歩いて来られる事をお勧めします。
お子さんと手をつなぐ事で、人の手の温かさを伝えると共に自分たちの住んでいる町並みを
知る良い機会となるでしょう。たまには、お子さんの歩くペースでのんびりあそびにお出で
ください。お待ちしております。

１０月の予定
１日（火）

○
のある日は、こども園行事のため午前中は駐車場は使用できません。
○園庭開放をしています。支援の職員にお声かけ下さい。
○駐車場は 3台（支援センター表示あり）です。譲りあってご利用ください。
２日（水）

３日（木）

４日（金）

あおぞらであそぼう

あおぞらであそぼう

９日（水）

１０日（木）

１１日（金）

あおぞらであそぼう

あおぞらであそぼう

あおぞらであそぼう

Ｈalloweenの
おもちゃを作ろう
１６日（水）

Ｈalloweenの
おもちゃを作ろう
１７日（木）

Ｈalloweenの
おもちゃを作ろう
１８日（金）

あおぞらであそぼう

ママたちの勉強タイム
「０～２歳 赤ちゃん ・
こどもの睡眠について」

あおぞらであそぼう

５日（土）

子育て講座（要予約）
ママたちのリフレッシュ企画

あおぞらであそぼう

ヨガでスッキリ～
あおぞらルーム10:00～11:00
11時～入室して遊べます

７日（月）

８日（火）

１２日（土）

ママたちのリフレッシュ企画

Ｂａｂｙ’s ＤＡＹ

井戸端ステーションへ

「ミニミニ運動会」

ようこそ

あおぞらルーム10:30～

あおぞらルーム10:30～

１４日（月）

１５日（火）
午前中はキッズサークル貸切

２０１９キッズサークル

体育の日

「ドキドキ」 火曜コース

２１日（月）

支援職員が研修の為

Ｈalloweenの

2:30でクローズします

おもちゃを作ろう
２３日（水）

２２日（火）

講師：保健師
あおぞらルーム10:30～11:30

２４日（木）

Ｈalloweenの
おもちゃを作ろう
２５日（金）

１９日（土）

２６日（土）

午前中はキッズサークル貸切

あおぞらであそぼう

あおぞらであそぼう

あおぞらであそぼう

こども園の行事のため
午前中は駐車できません

３０日（水）

Ｈalloweenの
おもちゃを作ろう
３１日（木）

Ｂａｂｙ’s ＤＡＹ

あおぞらであそぼう

即位礼正殿の儀

Ｈalloweenの
おもちゃを作ろう
２８日（月）

２９日（火）

午前中はわらべのため貸切

親子サークル

あおぞらであそぼう

「わらべ」
１１：３０～入室できます

ママたちの勉強タイム

身体測定＆おしゃべりタイム
あおぞらルーム10:30～

Ｈalloween

おおぎこども園が避難訓練
の為消防自動車が来ます

のおもちゃを作ろう

期間：１０/９（水）～１０/２４（木）

「０～２歳 赤ちゃん・こどもの
睡眠について」
日時：１０/１７（木） １０：３０～１１：３０

上記の期間中 午前中作る事ができます。
見本はあおぞらに ありますのでご覧ください。

２０１９キッズサークル
「ドキドキ」
金曜コース
１１：３０～入室できます

３１日はこども園の避難訓練の予定です。
入間消防署から消防自動車が来ます。
ご覧になりたい親子さんは９：４０頃までに
あおぞらにお越し下さい。（雨天中止）
尚、お車は停められません。

令和２年度おおぎこども園
入園願書配布します。
（１号認定児）

入園願書配布 １０/15(火）～

講師：健康福祉センター 保健師

手に持つおもちゃですが、飾っても可愛い

入園願書受付 １１/１（金）９：００～

場所：あおぞらルーム

と思いますよ。赤ちゃんもどうぞ！

＊見学、相談等随時受付中。 お声掛け下さい。

＊駐車場は３台分あります。譲り合ってご利用ください。

１１月の予定

○
のある日は、こども園行事のため午前中は駐車場は使用できません。
○園庭開放をしています。支援の職員にお声かけ下さい。
○駐車場は 3台（支援センター表示あり）です。譲りあってご利用ください。
１日（金）

茶の花チャーミング「親の学習講座」に来てみませんか？
あおぞらでは毎月 入間市教育委員会より講師の先生をお呼びして、子育てについての
様々なテーマで講話を聴いたりデイスカッションをしています。
子育ては一人で頑張るには限度があります。ぜひ経験豊かな講師の先生のお話や
同じ様に頑張るママたちの話を聞いて、共感して子育ての活力にしませんか。
４日（月）
５日（火）
６日（水）
７日（木）
茶の花チャーミング

文化の日
振替休日

「親の学習講座」
いやいや駄々を乗り切ろう

Ｂａｂｙ’s ＤＡＹ
「Ｘｍａｓ飾りを作ろう」
あおぞらルーム10:30～

１８日（月）

「考えよう、防災！」
防災準備は整ってる？
あおぞらルーム10:00～11:00

８日（金）

あおぞらであそぼう

あおぞらであそぼう

２０１９キッズサークル
「ドキドキ」
金曜コース
１１：３０～入室できます

１２日（火）

１３日（水）

午前中はキッズサークル貸切

ママたちの勉強タイム

２０１９キッズサークル
「ドキドキ」
火曜コース

「離乳食を食べてくれない

１４日（木）

１５日（金）

あおぞらであそぼう

１１：３０～入室できます

講師：保健師
あおぞらルーム10:30～11:30

こども園の行事のため
午前中は駐車できません

１９日（火）

２０日（水）

２1日（木）

２２日（金）

２３日（土）

午前中はキッズサークル貸切

あおぞらであそぼう
「お店屋さんごっこ」

あおぞらであそぼう
「お店屋さんごっこ」

あおぞらであそぼう
「お店屋さんごっこ」

２０１９キッズサークル
「ドキドキ」
金曜コース

１１：３０～入室できます

あおぞらルーム10:00～11:30

あおぞらルーム10:00～11:30

あおぞらルーム10:00～11:30

１１：３０～入室できます

２５日（月）

２６日（火）

２７日（水）

２８日（木）

「わらべ」

２０１９キッズサークル
「ドキドキ」
火曜コース

勤労感謝の日

２９日（木）

３０日（木）

ママたちのゆったり時間

午前中はキッズサークル貸切

あおぞらであそぼう

１６日（土）

あおぞらであそぼう

子への対応の仕方」

午前中はわらべのため貸切

親子サークル

９日（土）

午前中はキッズサークル貸切

あおぞらルーム 11:00～

１１日（月）

２日（土）

ママたちの勉強タイム

Ｂａｂｙ’s ＤＡＹ
あおぞらであそぼう

１１：３０～入室できます

身体測定＆おしゃべりタイム
あおぞらルーム10:30～

ゆったりのんびり
バスタオル持参
あおぞらルーム11:00～11:30

＊支援センターあおぞらは月～金（ＡＭ９：３０～ＰＭ３：３０）開所しています。土曜日の活動はなくなりました。
＊あおぞらであそぼうの日はコーナー遊びの他にも、お絵描き・粘土・のり・はさみ・かるた等で遊べます。職員に声をかけてください。
★Ｂaby'ｓ ＤＡＹ＝１２か月未満の赤ちゃんとプレママが対象です。ママ友を作りたい方におススメの企画です。
●親子サークル「わらべ」＝1歳・２歳半ぐらいのお子さんが対象。親子で遊びます。見学・申込共に受付は終了しました。

◎「キッズサークル ドキドキ」＝２０１９年に３歳以上になるお子さん向けの企画です。火・金曜日両コース共に受付は終了しました。

ママたちの勉強タイム

「考えよう、防災！」
貴女の防災準備は整っていますか。

日時：１１/１（金）

１０：００～１１：００

場所：あおぞらルーム

ママたちの勉強タイム
「離乳食を食べてくれない子への対応の仕方」
日時：１１/１３（水）

１０：３０～１１：３０

場所：あおぞらルーム
親業の大変さは経験してみないと解りませんが

防災準備とひと口に言っても家族構成や年齢・生活して

１位・２位を争うのは、「食べない」・「寝ない」ですかねぇ。

いる場所等でも必要となる物は家庭により様々ですね。

悩みは皆 同じかとは思いますので解決に繋がるきっかけ

今回は皆さんの「我が家に合った」防災準備をワークを

になると良いですね。ぜひ、お越しください。

通して考えたいと思います。

今日からできる防災準備 始めませんか！！
定員はありませんが、たくさんの方にご参加いただくために

こども園のお庭であそびませんか
お外で遊ぶのには良い気候となって来ました。

お車は乗り合せ又は徒歩による来所に ご協力をお願い

子育て支援センターあおぞらにお越しの親子さん

いたします。

は支援センターにあります名簿にお名前を書いて

今月のあおぞらからのお知らせ
１１月は「お店屋さんごっこ」をして遊びたいと

からお庭であそんでください。

思います。「ごっこ」遊びはお母さんたちも

配慮しながら、体を動かしてみましょう。

幼少期に遊ばれた事があると思います。

尚、こども園の体操の時間は園庭の使用は

子どもと一緒に楽しみましょう。

できません。（午後からご利用ください）

お砂場や三輪車 、八角ジム・雲梯などで安全に

