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ひろばだより

ペットボトルのキャップを２つ合わせて、中に鈴やビーズなどを
入れるだけで音の出るおもちゃのでき上がり。
両端にマジックテープを付ければつなげて遊ぶおもちゃにも。

赤ちゃんのおもちゃ・・・どんなものを選べばいいの？
お店で売っているおもちゃはどれも魅力的ですが全部購入するわけ
にはいきませんよね。じつは家にあるものに一手間加えるだけで、
立派なおもちゃができちゃうんですよ。
赤ちゃんの好みに合わせて作れるので、作ってみてはいかがですか？
ひろばで赤ちゃんが手先を使って遊んでいる簡単に作れるおもちゃ
をご紹介します。

空き容器のフタ部分に
穴を開けるだけ。

つかめるようになったら、中にガーゼやシャカシャカ
音がする袋等を入れると引っ張り出して遊べます。
少しの工夫でいろんな遊びが楽しめますよ。

ひろばのあかちゃんコーナーにも置いてある、“オーボー
ル”。「なかなか遊んでくれない」との声も聞きます。ねん
ね期はゴム等を通して、ベッドに吊るしても楽しめます。

出し入れ遊びに展開！つかみ遊びのためのコロコロを作ろう

オーボール

粉ミルクの缶も布で作っ
たカバーをかければ、入
れ物のできあがり。

物がうまくつかめる
ようになると、
入れるのが楽しい！



開催日：10月10日（土）
参加人数：19組54人（母19人、父12人、子23人）

輪になってふれあい遊び。
お子さんのペースに合わせて遊びます。

♪にぎりぱっちりたてよこひよこ。
　　　　　ぴよぴよぴよ♪
パパも一緒にわらべうた。

ほっと一息。交流を兼ねてティータイム。
パパママだけでなく、お子さん同士が一緒に遊ぶ姿も。

パパも　
一緒に！

臨機応変力を身につける実践的防災セミナー

毎年恒例のあんどうりすさんの親子で防災講座。
アウトドアの知恵、さらしやヒモで抱っこやおんぶをする方法、い
つも携帯しておきたい「必須アイテム」など、情報満載。でも、防
災グッズはたくさんあるけれど、必要なのは物の仕組みの知識と少
しの物だけ。高価なグッズを購入するより、日常で使えるアイテム
で非常時に備えるヒントをたくさんいただきました。関心ある方
は、あんどうさんの資料がひろば内にあるのでご覧ください。

楽しくすぐ役立つ自然災害講座

初めての土曜日開催です。日頃はママと行って
いるふれあい遊びをパパも一緒に楽しんでもら
いました。定例の赤ちゃんタイムにはない絵本
やおもちゃを紹介するコーナーもありました。

開催日：10月17日（土）
参加人数：７組22名赤ちゃんタイム

シフォン布を使って
「いないいないばぁ」

ご家族そろって参加のお姉ちゃんも
優しく遊んでくれました。

お子さんとの遊びにつながる絵本です。

★紹介した絵本★
「ぴょーん」

「くっついた」
「きんぎょがにげた」



《編集後記》ひろばにはたくさんの手づくりおもちゃがあります。手づくりおもちゃがいつもひろばで遊べるのは、”おもちゃサポーター”として活動してくれ
ている方々のおかげです。製作・修理してくれる方はもちろん、ひろばのおもちゃを大事に扱ってくれるママも立派な”おもちゃサポーター”さんです。（Ｋ）

投稿と「いいね」まだまだ募集中！↓

子育てしやすいまちへ　小さな一歩企画第2弾！

東村山の道路と公園を考えよう！

フェイスブック
https://www.facebook.com/corocoronomori、
メール
higashimurayama_michi_koen@yahoo.co.jp

※別途詳細チラシあり

日にち：12月 8日（火）
時　間：開演 11：00～（受付開始 10：45）

対　象：市内在住または在勤の親子
定　員：先着100組
　　　　※定員になりしだい締め切ります

申し込み：11／10（火）10：00～
　　　　　ころころの森 受付または電話にて

毎年恒例ほっとコンサートの季節になりました。
一緒に心もからだも暖まる楽しい時間を過ごしませんか？ 

※詳細はパンフレットで10月１日

オープン

しました

利用者支援事業

東村山市役所いきいきプラザ１Fロビーにオープンした「ころころたまご」は、子育て中の「困った」
「知りたい」をパパママと一緒に考えたり、情報提供をおこないます。市役所の窓口で用事を済ませ
ても、まだ何となくモヤモヤすることがあったり、聞きそびれた質問があったり・・・。パパやママ
たちは、窓口とはちょっと違う、気軽な相談場所として立ち寄ってくれているようです。
子どもが遊べるスペースもありますので、お気軽にご利用ください

11月 25日（水）10：30～11：30

地震を想定した避難訓練を利用者の皆さ
んが来館している時間帯に行いますの
で、ご協力をお願いいたします。
　　
■日時：11月11日（水）15時45分～

＊緊急放送が館内に流れます。スタッフ
の指示に従ってお帰りの支度をし、館外
に避難してください。１階で登録カード
をお渡ししますので、順次お帰り下さ
い。その後、再入館はできません。

避難訓練を行います

※ころころの森でも投稿できます

ひがしむらやま子育て応援ネットと東村山市が共催し
てころころの森で行う子育て世代向けの市長とのタウ
ンミーティング。 ここで毎回、話題にのぼるのが東村
山の道と公園。 
今回は、みなさんからの具体的な投稿をもとに東村山
市の道路や公園の問題を市の担当課の方と一緒に考
え、子育てしやすいまちづくりについて考えてみよ
う！という企画です。
ぜひ、この機会に自分たち、これからの子どもたちの
ために一緒に考えてみませんか。

昨年に引き続き、富士見町福祉協力員の
方々からなる「ふじみ玉すだれ一座」の皆
さんと、昔遊びの日でおなじみ、こままわ
しの田村さんが、達者な技を披露してくれ
ます。きっと、みんなの目は釘づけ！

日にち：11月 19日（木）
時　間：11：00～12：00 頃まで
演目：11時～
　　　　①皿回し、②遊び歌、③南京玉すだれ　　
　　　11時半～12時　こままわし

ふじみ玉すだれ一座と
こままわし 田村さんがやってくる！

親子でふれあう古典芸能
ころころの森ほっとコンサート2015

舞踏集団　菊の会

大道芸
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誕生会11：25～

おもちゃの病院10：00～

※講座やイベントの予約は、参加する「本人」が申し込んでください。
※日曜・月曜・祝日はお休みです。
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＝ころころおもちゃ箱あきつ
　白十字あきつの里（秋津町3-41-65）
　10：00～15：00　※詳細は別紙参照

つくしんぼ② 10：00～

つくしんぼ① 10：00～

ラッタッタ11：00～

里いもほり つくしんぼの日
身長・体重を測定し、毎月のお子さんの成長の様子
を記録に残しませんか。

日　時：①11日（水）　②13日（金）
受付時間：10：00～10：30　　対象：0～3歳の親子

おはなし会　　　　　※申し込み不要
11月のお話は、ころころの森スタッフです。　
日　時：20日（金）　11：00～11：20くらい
対　象：どなたでも　　　　　

ゆ～ら

ころころカフェ13：45～

大道芸11:00～  P3参照

汐見先生の子育て相談10：30～

応援ネット10：30～　P3参照／赤ちゃんタイム13：30～

おはなし会11：00～

5・6・7カ月の赤ちゃんとママの会

ほっとたいむ⑤

ほっとたいむ④

おむすびころりん10期⑨

お休み　　文化の日

5･6･７カ月の赤ちゃんとママの会
わらべうた遊びとおしゃべりタイムの会です。

日　時：18日（水）　10：20～12：00（10：00受付）
対　象：東村山市在住の５～7カ月の赤ちゃんとママ

ゆ～ら　　　　　※申し込み不要　　
１歳児の親子で体を動かして楽しく遊びましょう。　
 日　時：17日（火）①10：45～（１～1歳4カ月）　
　　　　　　　 ②11：15～（1歳5カ月～1歳11カ月）
対　象：市内在住在勤の1歳児の親子

ラッタッタ　　　　※申し込み不要
２,３歳の親子で体を動かして楽しく遊びましょう。　
日　時：６日（金）　11：00～11：20
対　象：２,３歳の親子　
　　※対象児の下のお子さんは、おんぶで。　

＝エンパワーメント事業

おもちゃの病院　協力：おもちゃドクター同好会
こわれたおもちゃは事前に預けられます。

日　時：27日（金）10：00～12：00
費　用：無料（部品など実費がかかる場合有）

お誕生会（10月生まれ）
同じ月に生まれたお子さんをみんなでお祝いしまし
ょう。ご希望の方には写真入りメダルが用意できます。

日　時：28日（土）　11：25～12：00くらい
対　象：11月に1～3歳のお誕生日を迎えるお友だち
　※11月19日（木）までに、専用申し込
　　み用紙、メッセージカード、メダ
　　ル希望の方は、写真を切らずに
　　添えて、お申し込みください。

※メダルの写真は
直径5㎝の中に
顔が納まるように
お願いします。

おむすびころりん９期同窓会

汐見先生のなんでも育児相談
白梅学園大学学長、汐見稔幸先生に、子育てのこと、
何でも聞けちゃう会です。

日　時：４日（水）　10：30～11：30
対　象：どなたでも　 ※申し込み不要

ころころカフェ
午後のひととき、ティータイムを楽しみませんか？

日　時：21日（土）　13：45～15：15
対　象：どなたでも（定員30名）
　※お菓子代（実費）がかかります。

市内の
お菓子屋さん
の銘品！
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