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２月のおしらせ

上尾市つどいの広場

あそ

2018 年２月発行
発行：ＮＰＯ法人彩の子ネットワーク
上尾市つどいの広場 「あそぼうよ」
住所 ： 上尾市二ツ宮１１５６－３
電話 ： ０４８－７７８－５１０２
（相談専用） ０４８－７７８－５１０３

うよ
だっこしたい、
されたいキモチは
うれしいな♪

http://www.sainoko.net/asobouyo/
asobouyo_top.html
E-mail : office@sainoko.net

★ベビベビとーく★

□ 独楽で遊ぼう！□
コマを初めて見る人も、コマ
が大得意な人も一緒に遊ん
でみませんか？珍しいコマ
もたくさんあるよ。

赤ちゃんのことをもっと知る
時間を持ちませんか？ねんね
の赤ちゃんが実はこんなにお
しゃべりだったということ、
知ってみよう！(協力：渡邉寛

２月２４日（土）１１：００～
協力：行川一久さん（遊援隊）

さん、大谷久美子さん８(助産
師))

２月１５日(木) 10:30～11:30

❤ ココロにグッとくるセミナー ❤
～ドキュメント「子育てサロンが生まれる日」を視聴して～
子育てのリアルが詰まった映像作品を観る中で、私たちが大事
にしたい子育て中の思いと、じっくり向き合う時間です。

＜開館時間＞
月～土曜日 10：00～15：00（祝祭日除く）
第１火曜日は休館、奇数月は第１日曜、
偶数月は第 3 日曜日が開館。

携帯で月間予定が
確認できます。
http://www.sainoko.net/
mobile/asobouyo.html

赤ちゃんの日：赤ちゃんの好きな手遊びを 11:00、14:00 から
やります。 ハッピータイム ：11:45～12:00、14:45～15:00 手遊
び、絵本を読んだりしています。 ◆セミナーべるべる の開催

２月２日(金) １０：００～１２：００ 要予約
場所：上尾市文化センター303 集会室、205 多目的室（保育）
定員 10 名 （保育あり 保育料：保険代込み 1 人３００円）
協力：竹本有希さん（映像作品ディレクター）・渡邉寛さん

１日（木）

２日（金）

３日（土）

４日（日）

❤グッとくるセミナー
親子 de あそぼう
10:00～12:00
時間中は、会場の都合上ご予約いただいた方のみが来館でき 11:30～12:00 （保育付・予約制） ○ハッピータイム
ます。
○ハッピータイム 午後から通常開館
○ハッピータイム

５日（月）
★赤ちゃんの日
○ハッピータイム

１２日（月）

お休み
（振替休日）

６日（火）

７日（水）

お休み

10:00～12:00

☆お産のこと、話そう

１３日（火）

○ハッピータイム

２０日（火）

★赤ちゃんの日

10:00～12:00

♪子育てサロン

２６日（月）

（保育付・予約制）

（保育付・予約制）

１４日（水）

１５日（木）

◇おいでよ♪あそぼうよ

★ベビベビとーく

10:00～12:00

10:30～11:30

○ハッピータイム

○ハッピータイム

２１日（水）

２２日（木）

○ハッピータイム

○ハッピータイム

１１日（日）

お休み

１６日（金）
★赤ちゃんの日
○ハッピータイム

（建国記念の日）

１７日（土）

１８日（日）

■シングルマザー
ズサロン
○ハッピータイム
10:00～12:00
(保育付・予約制)

２３日（金）

２４日（土）

２５日（日）

◆セミナーべるべる

□独楽で遊ぼう
11:00～

お休み

午後から通常開館

○ハッピータイム
○ハッピータイム ○ハッピータイム

２８日（水）
❤お誕生会

★赤ちゃんの日

１０日（土）

11:30～12:00 ○ハッピータイム
○ハッピータイム

10:00～12:00 ●ベビーマッサージ
○ハッピータイム （保育付・予約制） 10:45～11:15

○ハッピータイム

２７日（火）

９日（金）

♠親子ふれあいあそび
○ハッピータイム

○ハッピータイム

１９日（月）

○ハッピータイム

８日（木）

お休み

受付 11:15～
○ハッピータイム

♠ 親子ふれあいあそび ♠
歌、体操、大型絵本の読み語りなど。

２月９日（金） 11：30～12：00
(講師：埼玉県家庭教育アドバイザー山本
ひとみさん）

●わらべうたベビーマッサージミニ講座

日曜日の子育てサロン
を 奇数月の第 １日曜日
に実施しています。
次 回 は３ 月４ 日（ 日） で
す。

◇ おいでよ♪あそぼうよ ◇

わらべうたを聞いて歌ってさわって笑って、赤ちゃんがご
機嫌になっちゃうわらべうたマッサージです。(インストラ

偶数月は第 2 水曜日、奇数月は第 2 土曜日に身長・体
重の計測と相談ができます。(協力:保健師白瀬綾乃さん、

クター松永紀子さん）２月２３日（金）10：45～11：15

栗田冨美惠さん)２月１４日（水）10：00～12：00

◆ あそべる・学べるセミナー「べるべる」

２月のおしらせ

◆

テーマ 子どもとつむぐ物語の始まりを探そう
☆

初めましての２人。
ここから始まる物語はなあに？

お産のこと、話そう ☆

妊娠・出産の体験を振り返って話す時間を持ってみま
せんか。誰ひとりとして同じ出産なんてないし、女性の
一生の中で、身体と心がこんなに激動する体験もない
かもしれません。そのとき自分に起きた出来事や自分
の気持ちを言葉にしたり聴きあうことで、それぞれの今
を大事にしたい。授乳やおっぱいのトラブル等、身体の
ことも含めていろいろ話せる場でもあります。
赤ちゃんは保育に預けることもできますし、同室でも
参加できます。
２月７日（水）１０：００～１２：００ 要申込み
定員１０名
（保育あり 保育料：保険代込み１人 300 円）
協力：大谷久美子さん、伊藤匡子さん（ともに助産師）
♪ 子育てサロン ♪
うれしい気持ち、不安な気持ち…子育てしながら、いろ
んな気持ちに出会う毎日。ここではどんな気持ちも、そ
う思っているあなたも大事にしたい。普段感じているこ
とを話してみたり、悩んでることみんなはどう？って聞
いてみたり、みんなの話を聞いているだけでも大丈夫。
子どもと同室でもいいけれど、保育に預けて自分の時
間を持ってみるのもステキかも。
２月２０日（火）１０：００～１２：００
定員１０名
（保育あり 保育料：保険代込み 1 人３００円）
アドボケーター：渡邉 寛さん
■

シングルマザーズサロン

■

男性との関係や生活の中で起こったこと、ひとりでこの
子と生きていこうと決めた時のこと、今の仕事と子育て
のこと、子どもとの日常のやりとりの大変・・・。サロンで
語り合い、聴きあうことで、一緒にこれからのこと考えて
いきませんか。

２月１８日（日）10：00～12：00 要申し込み
定員 15 名（保育あり 保育料：無料 保険あり）
アドボケーター：渡邉 寛さん

赤ちゃんは生まれてきて、人といろ
いろな関わりを通して成長していく。
彼らはその時々で起こったことや感
じたことを、どんなふうに自分の胸
に刻んでいるのだろう？
少し大きくなると、お話を自分でつく
りながら電車やお人形、おままごとなどで遊んでいる姿も見られた
りする。そのお話を聞いていると、本当に想像力豊かで素敵な世界
が広がっている。そこに大人も巻き込まれてみると、実に面倒くさく
感じたり、本当にうれしくなるような気持ちになることもあって、子ど
もといるといろんな感覚が芽生えてくる。それって大人にとっても忘
れかけてた大事な感覚なのかも・・・彼らの世界はどのようにできて
きているか、彼らの表現している姿そのままをまっすぐに見ることを
やってみませんか？普段のその子らしい写真も持ち寄って考えます。
第２回目 ２月２２日（木）１０：００～１２：００
「“言葉”について考える～言葉に頼りがちな大人と
真逆の位置にいる赤ちゃん・子どもとの感覚のズレ～」
場所:上尾市文化センター ５０５・２０５室
第３回目 ３月２９日（木）１０：００～１２：００
「自戒や教訓じゃない！
キモチがくじけたときに子どもの心に生まれる物語」

セミナー「べるべる」は、日々の子どもとのエピソードから子
どものことを知っていくセミナーです。
定員：１５名（保育あり 保育料：保険代込み１人３００円）
※資料代として 1００円程度かかる場合があります
要申込み
協力：渡邉 寛さん
❤ お誕生会 ❤
２月生まれのみんなを一緒に
お祝いしよう！誕生月じゃない
お友達も一緒にあそぼうよ♪

２月２８日(水)受付 11:15～

◇ 親子 de あそぼう ◇
～世界のことば・音楽～
歌や手遊びで、世界のいろんな
ことばや音楽にふれてみよう。

２月１日（木）11：30～12：00

そうだん室「どんぐり」
あそぼうよの２階に、そうだん室「どんぐり」が
あります。話をしながら一緒に考える相談室です。
お子さんは保育で預かることができます。
その時間を大切にできるように、あらかじめ予約を
お願いします。気軽にスタッフまでお声がけください。
保育あり

保育料：無料 保険あり

また、子育て中のちょっとした不安や聞いてみたいこと
などがあれば、電話でお話を聞くこともできます。

＜相談専用電話＞ ０４８－７７８－５１０３
毎週月曜日 10:00～15:00 に尾山台みんなのひろばで、「出張
あそぼうよ＠かわらぶき」を開催しています。（２月の開催は、
５日、１９日、２６日です。次回の子育てサロン「ぽろぽろ」は２
月５日です。）
ぜひ遊びに来てね！尾山台みんなのひろば(尾山台団地内)：
上尾市瓦葺２７１６郵便局となり
携帯で「あそぼうよ」の地図がご覧になれます→
駐車場は、発達支援相談センターの第二駐車場が
ご利用いただけます。（10:00～15:30）
※あそぼうよ閉館日はご利用いただけません。

携帯で「あそぼうよ」の地図がご覧になれます。 ⇒

