2004 年８月 25 日子育てひろば「あい・ぽーと」発行

ひだまり通信

第１３号

住

所：〒１０７－００６２
東京都港区南青山 2-25-1

電 話：０３－５７８６－３２５０
交 通：地下鉄銀座線「外苑前」１ｂ出口から徒歩２分
（青山小学校となり）

★ ９月のプログラム★今月からボールエクササイズクラスが始まるよ！運動の秋！体を動かしてみませんか？
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「わいわいタイム」

「親子で造形あそび」

日時：２７日１４：００～１４：３０

～マーブリング～色の混ざり合っていくおも

リズム遊びや体操など身体を動かして
遊びます！対象：あい・ぽーと会員のお子さん

「うきうきタイム」

しろさを体験しよう！
日 時：7 日・9 日１０：００～１１：００
申 込：事前にお申込が必要です。
対象：2 歳以上 参加費：300 円
＊汚れてもいい服装で参加してください。

日時：１３日１４：００～１４：３０

「あかちゃんタイム」 １０日 １４：００～
対象：0 歳児と保護者

日時：２４日･３０日１１：００～１２：００

♪「コーラスタイム」
日時：７日・２１日（火）１４：００～１４：３０
ピアノに合わせて親子で楽しく唄いましょう。
今月の歌：ジュピター（他）

赤ちゃんと家庭でもできるふれあい遊びの
紹介や、0 歳児をもつお母さん同士の交流

♪トーンチャイムサークル
メンバー募集！！

をします。

「身体測定会わかば」
日時：１・２・３・４日午前１０：００～１１：００
午後１４：００～１５：００
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：１６日１３：３０～１５：３０
保護者向けの講座。初めての方も楽しみ
ながら静物画を描いてみませんか？
持ち物＝鉛筆・消しゴム・水彩色鉛筆
スケッチブック（Ｂ４サイズ） 参加費：500 円
＊水彩色鉛筆・スケッチブックは 1600 円で注
文を承ります。（鉛筆･消しゴムは要持参）
託児は「あおば」をご利用ください。

「ビーズアクセサリー講座」

手遊びやエプロンシアターなどを楽しみ
ましょう！対象：あい・ぽーと会員のお子さん

「やさしいデッサン教室」

日時：１４日・２８日（火）１１：００～１２：００
夕涼みコンサートで発表したトーンチャイ
ム。手に持ったベルを鳴らしてきれいな合
奏を楽しみます。初心者でもカンタンにで
きます。一緒にやってみませんか？
申込：電話か来館時にお申込ください。
参加費：無料
＊お子さんと一緒でも大人だけの参加で
もどちらもＯＫです！！

申込受付：９月３日（金）１０：００受付開始
保護者向けの講座。子育て中でも趣味の
時間をもってみませんか？参加費：500 円
定員：５名。事前に必ずご本人がお申込くだ
さい。人気の講座です。万一、キャンセルの
場合は、ご連絡をお願いします！
託児は「あおば」をご利用ください。

「９月生まれのお誕生会」
日時：１８日（土）１３：００～１３：３０
申込しめきり：9 月 11 日（土）までにお子さ
んの顔写真（直径５ｃｍの円に顔が入る位）
をお持ちください。
参加費：300 円

◆ 受講者募集！「９月の子育て講座」
テーマ： 第 2 回 「早期教育って必要？」
先月、託児の定員がいっぱいで受講できなかった皆さんの
ために、今回も同じテーマで行います。内容が同じですので、
8 月に受講された方は今回はご遠慮いただけますようお願い
します。
○ 日 時：９月１５日（水）１４：００～１５：３０
○ 講 師：大日向 雅美 施設長（恵泉女学園大学教授）
○ 対 象：あい・ぽーと会員の保護者
○ 申 込：９月６日（月）午前１０：００～受付開始。
○ 受講料：無 料
○ 託児料：７００円（きょうだいは、二人目以降 400 円）
＊託児ご利用の方は、予約の上１３：４５までにおいでくだ
さい。
＊お子様連れでの受講はご遠慮いただいています。当日キャ
ンセルは、託児料の半額のキャンセル料を頂きます。

になろう！！
産後に必要なのは、ダイエットではなく「リハビリ」です。バラン
スボールを使って、体を楽しく効果的に動かすことで、血行を良くし、
心もリフレッシュされます。
ママが元気で楽しくすごしていることは、子どもにとってもパパに
とっても幸せなこと。だから、セルフケアは、家族の幸せのためにも
大切なことです。小さい子どもがいると、自分のことなんて二の次に
なっていませんか？自分もしっかり大切にしてあげましょう！！

○第一回

ボールエクササイズ体験クラス

日

時：9 月 29 日（水）

場

所：子育てひろば「あい・ぽーと」

～あい・ぽーとｽﾀｯﾌつれづれ日記～

対

象：0 歳児（2 ヶ月～）のあい・ぽーと会員の保護者

○8 月 20･21 日の２日間、高校生ボランティア講座を行いまし
た。午前中は講義・午後は実習をしました。13 人の受講者は
子どもとのふれあいに目を輝かせていました。子どもは高校
生と遊んでもらって、嬉しさが全身からこぼれいましたね。（知
子）
○高１と中２の父で、過去 10 年の保育暦に加え調理師・引越
屋そして柔道 3 段のギター侍？！と多くの顔を持つ。（萩原）
○小川洋子「博士の愛した数式」を読んでます。一日にほん
の数分子育てと関係ないものに触れてリフレッシュ！（千秋）
○体に良いと聞けば、きなこ・にがり・豆乳･黒酢・・・と試すも
ののなかなか続かないんですよねぇ。（桜井）
○この夏、つばめの巣立ちを見ました。３羽とも巣立ちに個性
があって、親の励まし方もいろいろ。親が子どもの“育ち”を支
える姿に感動でした。（林）
○この夏の暑さ、こたえましたね。交流ガーデンの植物ももう
へとへとって感じです。これから一気に盛り返すぞ！（陽子）

１４：００～１５：００

＊お子さん連れで受講していただけます。
（第一回目の今回は 0 歳児の親子を対象に行いますが、今後、１
歳児以上も年齢別に行っていく予定です。）

参加費：無
申

料

定

員：先着１５組

込：８月 30 日（月）１０：００～受付開始
＊動きやすい服装でいらしてください。

☆ 講師プロフィール ☆高橋 葉子
マドレボニータ・ヘルス＆ビューテイトレーナーとして産後のボディケア
を伝えている。バランスボールを使ったエクササイズをはじめ、呼吸法・骨
格調整・ウｵ―キングなどを取り入れたプログラムを行っている。品川区で
「子育て仲間＊はらっぱ」という活動を行っている。6 歳と 2 歳のママ。

子育て講座レポート
「テレビと子ども」

大日向 雅美

参加者アンケートより

○今 はま だテ レビ をほ とん ど見 せて

いませんでしたが、今後どのようにテレ

ビ と関 われ ばよ いか 知り たく て参 加し

ました。まったくテレビがダメという訳

ではなく、親が選別し親子が関わりなが

ら 見せ るこ とが 大事 だと いう こと が分

かってよかったと思います。

○テ レビ が子 ども に与 える 影響 につ

いては以前から気になりながらも、つい

テ レビ のつ けっ ぱな しが 多か った と反

省する良いきっかけになりました。これ

を 機に テレ ビを 意識 的に 切る よう にし

て 子ど もと 向き 合う 時間 を多 くと るよ

うに心がけたいと思いました。食事の時

間の大切さなど、ためになるお話を聞け

てよかったと思います。

○とても勉強になりました。不安を抱

え なが らも 自分 なり に判 断し てテ レビ

を見せていましたが、結局は親は責任を

も って 見せ るこ とが 大事 だと 思い まし

た。そして、子どもとの関わり方も当た

り 前の こと を当 たり 前に する こと が大

事と理解し、また子どもをよく観察する

ということを改めて感じました。情報に

振り回されずに、冷静に大きな心で判断

し、子育てを楽しもうと思います。

講師＝ 子育てひろば「
あい・
ぽーと」施設長

大日向施設長による子育て講座「テ

レビと子ども」の内容をまとめてみま

した。

テレビとの長時間の接触が子ど
もの心身の発達に悪影響を及ぼし
ているとして、
「２歳までのテレビ
視聴を控えるべきだ」という提言
が日本小児医会から発表されまし
た。それに対して、
「今まで忙しい
ときはつい見せてきたのに、テレ
ビなしの育児はかえってストレス
をためそう」と、不安に思う親の
声は少なくありません。
ただし、テレビと子どもの発達
については、冷静客観的に考える
必要があります。２歳以下の子ど
もに４時間以上テレビやビデオを
見せたり、８時間以上テレビがつ
けっぱなしになっている環境はた
しかに問題です。テレビが発達に
影 響を 及ぼし ている とい うよ り
も、むしろ、そういう生活態度が
子育てのあり方としても問題であ
り、結果的に子どもの発達に影響
を及ぼすという流れで考える必要
があります。
しかし、テレビを見ること自体
が２歳以下の言葉の発達の遅れや
表現の乏しさに直接結びつくとい
うデータは、実はありません。
無用な不安をもつよりは、上手
にテレビとつきあうコツを学んで
欲しいと思います。データに振り
回されるのではなく、自分らしい
子育てライフを見つけることが大
切ですね。

