
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

    

●耳より情報耳より情報耳より情報耳より情報 耳寄りなイベント情報です。情報提供をお待ちしています！ 
 
イベントイベントイベントイベント紹介紹介紹介紹介    

★★★★NPONPONPONPO 法人法人法人法人    徳丸子どもセンター★徳丸子どもセンター★徳丸子どもセンター★徳丸子どもセンター★    

親親親親        子子子子            集集集集            いいいい            のののの            広広広広            場場場場    

○新年おしるこ会    1 月 6 日(月)  10：30～14：00  参加費 500 円 

○節分･豆まき      1 月 27 日(月)  10：30～14：00  参加費 300 円    

【場所】 徳丸ヶ丘集会所 2 階 【持ち物】 お弁当・飲み物 

【申込・問合】  tel：6751-5934 （山中） 

    

★★★★マザーグースの会マザーグースの会マザーグースの会マザーグースの会★★★★    

英英英英    語語語語    でででで    ママママ    ザザザザ    ーーーー    ググググ    ーーーー    スススス    ！！！！    

○イギリスに伝わる童謡や手遊びなどを英・日で紹介 

【日時・場所】第 1 回目：1 月 11 日（土）10：00～11：00 

 下板橋駅前集会所和室（板橋 2-3-1 東上線下板橋徒歩１分） 

第 2 回目：1 月 12 日（日）10：00～11：00  

志村坂上地域センター洋室小（小豆沢 2‐19‐15） 

【対象】0 歳～幼児親子（各回内容はほぼ同じです）【参加費】各回 500 円 

【申込・問合】TEL・FAX：3962‐7008 携帯 080‐5387‐0295（竹内） 

        E‐mail takeuchi426@gnail.com 

 

★みなみ板橋おやこ劇場みなみ板橋おやこ劇場みなみ板橋おやこ劇場みなみ板橋おやこ劇場 ★                          

ぽぽぽぽ    けけけけ    っっっっ    とととと    くくくく    らららら    ぶぶぶぶ    

○おやこであそぼ・ただじゅん  1 月 16 日(木)・30 日(木)10:00～12:00 

○室内遊びと白玉づくり     1 月 23 日(木)10:00～12:00 

【場 所】桜川地域センター（東新町 2-45-6） 

【持ち物】飲み物 【対 象】1 歳半～3 歳児 

【参加費】月会費 3000 円 入会金 1000 円（体験１回のみ 1000 円） 

【申込・問合】ＴＥＬ/FAX 3931-5875（遠藤）携帯 090-8108-0966 
  

★淑徳短期大学★淑徳短期大学★淑徳短期大学★淑徳短期大学    ボランティアセンター★ボランティアセンター★ボランティアセンター★ボランティアセンター★    
子育ち応援隊ぷち・ぴち子育ち応援隊ぷち・ぴち子育ち応援隊ぷち・ぴち子育ち応援隊ぷち・ぴち    

○パネルシアターで楽しもう！ 

【日時】1 月 18 日（土）13：30～15：00 

【場所】淑徳短期大学 1 号館カフェテリア 

【対象】乳幼児～小学生低学年（乳幼児は保護者とご参加下さい） 

【申込】14 日までにメールかＦＡＸで（保護者氏名・お子さんの氏名・年齢・住所・

連絡先）お申込下さい。 【参加費】保険代 30 円/1 人 

【申込・問合】淑徳短期大学ボランティアセンター 

Tel3966-7602 Fax3966-7695  E‐mail  ryuuno@jc.shukutoku.ac.jp 
    

★★★★高島平保育ルーム高島平保育ルーム高島平保育ルーム高島平保育ルーム★★★★    

高島平保育ルームってどんなとこ？！高島平保育ルームってどんなとこ？！高島平保育ルームってどんなとこ？！高島平保育ルームってどんなとこ？！！！！！    

○H24 年 4 月に open した公設民営の保育ルームです。 

1 ,2 歳児の可愛い子ども達と一緒に、楽しく遊びませんか？  

【日時】1 月 20 日（月）10:00～11：00 

【場所】高島平保育ルーム（高島平 8-30-1 ２F あやめ児童館隣） 

【対象】0 歳～幼児親子【内容】リズムで自己紹介、手遊び、ペープサート等 

【申込・問合】TEL3934－7631・FAX：6906‐8832 

 

★ 多多多多    言言言言    語語語語    ひひひひ    ろろろろ    ばばばば     ★ 

    世世世世    界界界界    のののの    言言言言    葉葉葉葉    でででで    遊遊遊遊    ぼぼぼぼ    うううう    ！！！！        

〇親子一緒に多言語遊び：世界の音楽を聴きながら手遊び、 

ダンス等、身体を動かしながら世界の挨拶を Get！ 

〇赤ちゃんのことばの不思議：自然に育つ母語の発達をおしゃべり！ 

【日 時】①1/24（金）・②1/28(火) 10:00～11:00 

【対象】0 歳～未就園児の親子  

【場 所】①南板橋公園内集会所（下板橋）②七軒家集会所 1F 洋室 

【参加費】親子一組 200 円 ※年会員になると割引制度あり 

【申込・問合】ＴＥＬ:080-4119-0209 （小宮） oyuki.k.comic.f@gmail.com 

 

リレー連載 

子育てコラム（ 82 ） 

■ 編集後記編集後記編集後記編集後記    
新年新年新年新年    明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。    
1 月は初詣に書初め、七草粥、鏡開き、凧揚げ・・・ 

お子さんと一緒に季節を感じる行事を楽しむ機会も多いですね。 

寒くなって体調管理に気を使うことと思いますが、たまにはお外で 

も遊んで元気に過ごせますように！ 

今年も 1 年「すくすくネット」では皆さんに情報をお届けします。 

どうぞご活用ください!! （龍野） 

 

問合せ：事務局 竹内雅子 

TEL&FAX3962-7008 takeuchi426@gmail.com    

つながれ！イクメン 

ワーカーズ・コレクティブえがお  小川 明子 

生活クラブ保育園が開園して丸 2 年あまりが経ちました。開園当

初は知名度もなく、定員 20 名の枠に 2 名の園児で始まりまし

た。時を経て 2013 年 12 月にはめでたく定員いっぱいになり、 

0 才、1 才クラスでは入園を待機していただいている方もいらっしゃ

います。女性の社会進出が当たり前になってきたことの現れと言

えるでしょう。それに伴い子育ての場面での男性（お父さん）が活

躍するケースも多くなっています。 

ぽむでもお父さんが送り迎えにいらっしゃるご家庭が約半数以上

になります。先日行われた「保護者会＆給食試食会」にもご夫

婦揃って参加されたり、お父さんがお子様を連れていらした

り・・・。 「イクメン」という言葉は単なる流行には留まっていないよ

うです。次はこのイクメン達をどのようにつなげていくか、つながって

もらうか、ということです。昨年出逢った育児休暇中のお父さんは

板橋区内のいくつもの児童館や子育て広場に通ってみたが、他

のお父さんとは1度も合わなかったそうです。お隣の練馬区では育

休中のパパ同士のつながりもあるとか。板橋区のお父さんのつな

がりに何か仕掛けを作っていくお手伝いができないものかと考えて

います。  

ワーカーズ・コレクティブえがおは生活クラブ保育園ぽむの運営をになっています。 

★★★★ワーカーズ・コレクティブえがおワーカーズ・コレクティブえがおワーカーズ・コレクティブえがおワーカーズ・コレクティブえがお★★★★    

生生生生    活活活活    クククク    ララララ    ブブブブ    保保保保    育育育育    園園園園    ぽぽぽぽ    むむむむ    

○「ミツロウクリームを作ろう！」みつばちが一生に作るミツロウはわずかテ

ィースプーン 10 分の 1。そんな貴重なミツロウを使ってお肌が柔らかくなる

「ミツロウクリーム」を作ります。大人のハンドクリームやリップクリームとして

だけでなく、ベビーの乾燥対策にも手作りの１品をぜひ！ 

【日時】 １月 14 日(火)10：00～11：30 【参加費】500 円（材料費）   

○「アルバム・カフェ」 世界にひとつだけのアルバムで思い出作り。 

【日時】 1 月 21 日(火) 10：00～11：30  

【持ち物】写真数枚、その他  

【参加費】300 円 アルバム、フォトフレーム実費 

【会場】 どちらも 生活クラブ館 組合員集会室 

【申込・問合】生活クラブ保育園ぽむ 徳丸 2－30－16 

☎5922－3550 fax5922－3553      

E-mail:pomu-tokumaru@mx1.alpha-web.ne.jp 


