
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 

令和３年４月号 NO,6２ 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

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】 

【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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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。 
土曜日の予約はその週の月曜から開始します。 
（電話予約受付時間：９時３０分～１６時３０分） 
＊事業中は、電話がつながりにくいことがあります

ので、ご了承ください。 
＊キャンセルの場合は、早めにご連絡ください。 

※４月１日の午前のあそびの広場は、保育園の入園
式のためお休みです。 

※４月５日（月）、４月１９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。 

桜が咲き、虫たちが活動しはじめ、暖かい春がやってきました。 

保育園でも新入園児が入り、賑やかな新年度が始まりました。 

早く、コロナ禍も収まり、安心して過ごせる日が来ることを願いつつ、 

しっかりと感染対策をしながら、皆さんの笑顔に逢える日を楽しみにしています。 

いろは子育て支援センター所長 

にこまあるでは、赤ちゃんが安心して

過ごせる場所や大きい子が楽しめるト

ランポリンやブロック、パズルを用意

しています。 

支援センターは、赤ちゃんから幼稚園

児までが遊べる広場です。異年齢の子

どもがいることで、お友だちの遊びを

見て自然と遊びを覚えていきます。 

ぜひ気軽に遊びに来てくださいね。 

(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。 

来所相談または自宅からのオンライン相談 
（LINE ビデオ通話） 
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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。 

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（先着順） 

(木） 
15 巡回発達相談 

 時間：10 時 30 分～11 時 30 分 
内容：子どもの発達のことで気になって

いることを臨床心理士に相談でき
ます。 

４月２６日（月）から５月８日（土）まで、空調施
設工事の為、あそびの広場はお休みとなります。 

電話・メールの相談は休所期間も受付します。 

５月 10 日（月）～5 月 14 日（金）のあそびの広
場の予約は、利用する日の３週間前（4/19（月））
から受付します。 
5 月 17 日（月）以降の予約は、通常通り利用する
1 週間前から受付します。 

▲にこまある HP 

▲メール 



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 

午前    
お休み 

（保育園入園式） 
 

お休み 
 午後      

日にち ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

午前  小児科医師相談 
 
   パパと絵本で遊ぼう 

午後       

日にち １２ １３ １４ １５ １６ １７ 

午前  
ランチで食育 
（離乳食）  巡回発達相談  

お休み 
午後      

日にち １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ 

午前 わくわく絵本の時間 
ランチで食育 

（離乳食）  青空にこまある  お父さん広場 

すこやか相談 

午後   すこやか相談  
 

  

日にち ２６ ２７ ２８ ２９ ３０  

午前 
  お休み お休み   お休み 

昭和の日 

お休み 
お休み 

 

午後 
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月 4 
 

イベントカレンダ
 

ランチで食育（離乳食） 
 とき：４月１３日（火）、20 日（火） 

１1 時～11 時 30 分 

内容：管理栄養士に離乳食の進め方や 

食事の悩みを相談できます 

定員：各 3 組 （先着順） 

対象：離乳食初期～完了期の市内在住の 

お子さんと保護者 

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：６組（先着順） 

内容：おうちでできる父と子のふれあいあそび 
 

予約：４月 19 日（月）～定員になり次第締切 
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：１０組（先着順） 

場所：かしわ公園 

内容：とばしてあそぼう（雨天中止） 

※場所がわかる方は公園へ直接お越しください 

４/2７午前は対象別の広場です。 
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予約：３月 2５日（木）～ 
定員になり次第締切 

電話または来所にて受付 

予約：４月 19 日（月）～定員になり次第締切 
電話または来所にて受付 

お父さん広場 

 
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 
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(土）  

４/26 から 5/8 まで、空調施設工事の為、あそびの
広場はお休みです。 
5/10～5/14 のあそびの広場の予約は、利用する日
の 3 週間前（4/19）から受付します。5/17 以降の
予約は、通常通り利用する 1 週間前から受付します。 

支援センターはいつも通りです 

(木) 

）  

ランチで食育（幼児食） 
 4 月より第 4 火曜日に行いますが、今月は 

施設工事であそびの広場がお休みの為、 

ありません 


