
いろは子育て支援センター「にこまある」は NPO 法人志木子育てネットワークひろがる輪が志木市より業務受託し運営しています。 

【相談事業】 
子育てに関する不安や悩みについて、来所、電話、
メールで相談できます。来所は予約が必要です。 

電話相談の受付時間    
月～金曜日、 
第２・４土曜日 

９時～１７時 

健康増進センター共催  
むし歯予防教室（申込制） 

と き：３月２４日（水） 

受 付：9 時 30 分～10 時 

時 間：１0 時～11 時 30 分  

対 象：原則として市内在住の８カ月～未就学児 

歯の目安：上下４本ずつ生えた頃 

定 員：12 組 

持ち物：親子健康手帳（母子手帳）、タオル 

申込期間：３月８日（月）～３月１３日（土） 

に、電話か来所にて 

※申込多数の場合は抽選となり、当選の方には 

 ハガキでお知らせします 

令和３年３月号 NO,6１ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

いろは子育て支援センター「にこまある」は 

みなさんが気軽に集える広場です 

地域とつながり子育て家庭を応援します 

居心地の良い場所づくりを目指しています 

 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
【アクセス】 
 志木駅東口から、国際興業バス「浦和駅西口行き」 
「西浦和車庫行き」「宗岡循環」で「市場坂上」下車徒歩 1 分 
【駐車場】 

少し離れたところになりますが、5 台分の駐車スペースが 
あります。お問い合わせください。 
（詳細はにこまあるの HP をご覧ください。） 

【駐輪場・ベビーカー】 
園舎横の所定の場所にお止めください。 

志木市いろは子育て支援センター にこまある 
住所：〠353-0004 志木市本町１－１－６７ 
電話：０４８-４８６-６８８８  
開所：月～金 第２・第 4 土曜日（祝日はお休み） 
https://www.nicomaaru.com 

【あそびの広場】 

予約入替制の広場となります。（定員 10 組程度） 
利用する１週間前から予約ができます。 
キャンセルの場合は早めにご連絡ください。 
（電話予約受付時間：９時３０分～１６時３０分） 

【利用対象者】未就学児とその保護者 
月～金曜日、第２・４土曜日 
 

 

 

 
 
 

※３月１日（月）、３月２９日（月）の午後のあそ
びの広場は、施設メンテナンスのため、１４時か
らの開所になります。 

 今年度は春から緊急事態宣言が発令され、思うように交流や戸外遊びができず、丸一年が過ぎようとして

います。手洗い、うがい、消毒、ソーシャルディスタンスと直接的な関わりがタブーとなるようななか、

にこまあるでも試行錯誤の一年でした。 

 でも良いこともたくさんありました。子育て情報や手遊びの配信が出来、喜んでもらえたり、 

家に居ながら色々な人とつながったり、相談が出来たこと。悪いことばかりではないなぁと思いながら、

また来年度、素敵な出逢いがあることを願っています。 

 今年一年、ありがとうございました。にこにこ元気なお父さん、お母さん、お子さんたちと出逢えて 

私達も元気をもらえた一年でした。                   所長：菊池宏子 

毎日おたのしみの時間でふれあいあそび、

リズムあそび、絵本のよみきかせ等をして

います。これらを経験することで、親子の

絆が深まり、お子様の発達も促されます。

午前は 10 時 45 分頃、午後は 15 時頃行

っています。（日によって変動有） 

(火） 

【今月の相談事業】 
対象：未就学児と保護者 ※事前の予約が必要です。 
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午前： 9 時 30 分～12 時 
午後：13 時 30 分～16 時 

（第２・第４土曜日は 15 時 30 分まで） 
＊滞在時間は 2 時間以内です。 

＊それぞれ終了１５分前にお片付けになります。 
(木） 

11 すこやか相談 
～色々話してすっきりしませんか？～ 

▲にこまある HP 

▲メール 

小児科医による子育て相談 
時間：10 時～11 時 
内容：健康に関する疑問を 

小児科医に相談できます 

来所相談またはご自宅からのオンライ
ン相談（LINE ビデオ通話） 

 

時間：１０時～１５時３０分 
内容：子どもへの接し方やお母さん自身 

のことなどを臨床心理士に相談 
できます 

来所相談またはご自宅からのオンライン
相談（LINE ビデオ通話） 

 



いろは子育て支援センター「にこまある」は NPO 法人志木子育てネットワークひろがる輪が志木市より業務受託し運営しています。 

 
 
 
 

身長・体重計測をご希望の方は、個別に対応し

ますので、スタッフにお声掛けください。 

（タオルをご持参ください） 

受付時間は、午前：９時３０分～11 時 15 分 

午後：14 時 00 分～15 時 15 分です。 

 
 
 
 

曜日 月 火 水 木 金 土 

日にち １ ２ ３ ４ ５ ６ 

午前  小児科医師相談  食育講座  

お休み 
 午後      

日にち ８ ９ １０ １１ １２ １３ 

午前  ランチで食育 
（離乳食） 

 
 すこやか相談  パパと絵本で遊ぼう 

午後    すこやか相談   

日にち １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

午前 わくわく絵本の時間 
クーポンランチ 
（１歳児）  

お休み 
（保育園卒園式）  春分の日 

お休み 
午後      

日にち ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ 

午前  クーポンランチ 

（２歳児） 
むし歯予防教室   お父さん広場 

午後 赤ちゃん広場      

日にち ２９ ３０ ３１  

午前   青空にこまある 

午後    
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22 

月 ３ イベントカレンダ
 

ランチで食育（離乳食） 
とき：３月９日（火）１1 時～11 時 30 分 
内容：管理栄養士によるミニ講話と、離乳食

の進め方や食事の悩みを相談できます 
定員：3 組 （先着順） 
対象：おおむね 8 か月～1 歳 3 か月の市内

在住の未就園児と保護者 

受付：9 時 30 分～10 時 
時間：10 時～11 時  

※11 時～11 時 30 分は 

自由遊び 

対象：未就学児とお父さん 
定員：4 組（先着順） 
内容：牛乳パックの 

工作であそぼう 
 

(月）  

受付：14 時～14 時 30 分 
時間：14 時 30 分～ 

15 時 30 分 
定員：6 組（先着順）  
対象：はいはい前の赤ちゃんと 

保護者 
内容：絵本を楽しもう 
※希望者は身体測定ができます 
（タオルをご持参ください） 

予約：3 月１５日（月）～１９日（金） 
電話または来所にて受付 

時間：10 時 30 分～11 時 30 分 
（玄関前集合：10 時 10 分） 

対象：未就学児と保護者 
定員：８組（先着順） 
場所：志木の杜公園 
内容：スタンプラリー（雨天中止） 
※場所がわかる方は公園へ直接お越しください 

3/4 午前、3/24 午前は申込制講座のため、 
あそびの広場はお休みです。 
３/22 午後、３/2７午前は対象別の広場です。 

27 
(土) 

 

 

 

３月１６日（火）1 歳児  
対象：クーポン券をお持ちで、1 歳のお誕生日

を迎えたお子さんと保護者 

３月 2３日（火）２歳児  
対象：クーポン券をお持ちで、２歳のお誕生日

を迎えたお子さんと保護者 

予約：２月 2５日（木）から、 
各回の 1 週間前まで 
電話または来所にて受付 

クーポンランチ 
内容：管理栄養士によるミニ講話と、子ども

の栄養と食生活について相談できます 
時間：11 時～11 時 30 分 
定員：各回 3 組 （先着順） 

予約：３月２7 日（土）～３０日（火） 
電話または来所にて受付 

お父さん広場 赤ちゃん広場 

 
ひろがる輪ＬＩＮＥに 

お友達登録をお願いします 

あそびの広場は事前予約制です。利用する１週間前か
ら予約ができます。キャンセルの場合はご連絡くださ
い。 滞在時間は２時間以内でお願いしています。 
午前：９時３０分～１２時００分  
午後：１３時３０分～１６時 
（第２・４土曜日は１５時３０分まで） 

青空にこまある 31 
(水）  

3/18 午前は保育園卒園式の為、4/1 午前は保育園
入園式の為、あそびの広場はお休みです。 

支援センターはいつも通りです 


