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みかちゃんタイム 11:00～11:20 エアロビ＆アロマストレッチ☆ わかば（成田） 12:00～15:00 読み聞かせこもれび
Famiy Cooking☆
14:00～15:00 親子＆キッズバレエ☆
10:30～11:30 親子で音遊び☆リピータークラス
13:45～14:15
11:30～13:00
親子A. 14:00～14:40 読み聞かせこもれび
キッズ交流ガーデン☆
A. 10:15～11:00
親子B. 14:50～15:30
(じゃがいも) 13:30～15:00
13:45～14:15
B. 11:15～12:00
キッズリピーター. 15:40～16:20 ママバレエ☆ 14:00～15:00 トーンチャイム 13:00～13:30
読み聞かせこもれび 13:45～14:15
コーラスタイム 14:30～15:00
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ふれあい体操☆
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リトミック☆ A. 10:10～10:50 読み聞かせこもれび
A. 10:10～11:00
10:00～15:00
B. 11:00～11:40
13:45～14:15
C. 12:10～13:00 読み聞かせこもれび
C. 11:50～12:30
13:45～14:15 トーンチャイム 13:00～13:30
アロマヨガ☆ 14:00～15:00
おやこdeえいご☆ 15:00～15:30 読み聞かせこもれび 13:45～14:15
15:45～16:15 親子ダンス☆ A. 14:50～15:30
B. 15:40～16:20

フリアンディーズパティシエクラス☆
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親子＆キッズバレエ☆

エアロビ＆アロマストレッチ☆ 親子で音遊び☆リピータークラス

kids2 10:15～11:00
kids1 11:15～12:00
baby 12:15～13:00

宮下料理クラス☆

14:00～16:00

15 16
宮下料理クラス☆
14:00～16:00
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わかば（牧浦）

Babyヨガ☆
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13:00～15:00

弾き語り読み聞かせこもれび フリアンディーズパティシエクラス☆

14:00～14:40
10:30～11:30
C. 10:15～11:00
14:50～15:30 読み聞かせこもれび
トーンチャイム 13:00～13:30
キッズリピーター. 15:40～16:20
読み聞かせこもれび
13:45～14:15
13:45～14:15
みかちゃんタイム 14:30～14:50 ママバレエ☆ 14:00～15:00 コーラスタイム 14:30～15:00

13:45～14:15

親子A.

13:00～15:00

親子B.
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ふれあい体操☆
kids2 10:15～11:00
kids1 11:15～12:00
baby 12:15～13:00
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Babyヨガ☆

親子で音遊び☆ﾋﾞｷﾞﾅｰズクラス リトミック☆ A. 10:10～10:50 読み聞かせこもれび

A. 10:10～11:00
A. 10:00～10:45
B. 11:10～12:00
B. 11:00～11:45
C. 12:10～13:00
C. 12:00～12:45
アロマヨガ☆ 14:00～15:00 わかば（竹内）
12:00～15:00
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B. 11:00～11:40
C. 11:50～12:30
親子で造形あそび☆ 11:30～12:00
13:30～14:00
15:00～15:30
読み聞かせこもれび
トーンチャイム 13:00～13:30
13:45～14:15 読み聞かせこもれび 13:45～14:15
おやこdeえいご☆ 15:00～15:30 親子ダンス☆ A. 14:50～15:30
B. 15:40～16:20
15:45～16:15

28
フリアンディーズパティシエクラス☆

13:45～14:15

13:00～15:00

29 30
大型絵本

14:00～14:15

お誕生会☆ 14:15～15:00

＜予約が必要な毎月の講座＞
予約が必要な講座には☆印がついています。
＊お誕生日会 ＊ハーフバースデーも歓迎！
記念写真を撮ったり、お子さんの手形を取ったりして
成長の記録をメモリアルカードにしてお渡しします！
参加費：港区300円/区外500円
※お子様の顔写真を入れたキーホルダーをご希望の方は
別途お申込みください。
直径5cmの円にお顔が納まる写真を切らずに
20日(木)までにご提出ください。(郵送可)
キーホルダー代：300円

＊親子で造形遊び*
対象:2歳以上親子
※お子さんもお母さんも汚れても良い服装でお越しください。

定員：6組 参加費：港区300円/区外500円

講座の詳細は、
館内ちらし・HPをご覧ください。

＊＊講座ｷｬﾝｾﾙ料のお知らせ＊＊
以下の講座につきまして、開催準備等の
都合により、ｷｬﾝｾﾙ料規程を設けさせて
頂きます。予めご了承下さい。
ｷｬﾝｾﾙ料発生：
受講日の一週間前9時～前日17時
→受講料の１割
前日17時～当日 →全額
【対象講座】親子で造形あそび

講座受講者向けの
保育について
保護者向けの講座に参加され
る方は、講座受講者向けの一
時保育をご利用いただけます。
定員がございますので、講座
ご予約の際に保育のご利用の
有無も合せてお伝えください。
講座参加時の保育料金は、下
記の通りです。
港区在住・在勤 60分 500円
90分 700円
区外
60分 700円
90分 1,000円

＜予約の必要がないプログラム＞
＊読み聞かせ「こもれび」 ２階の図書ルームで絵本の読み聞かせをしています。
途中入室・退室自由ですので、お気軽にどうぞ！
＊みかちゃんタイム 伊藤美佳さん（東洋大学専任講師）による読み聞かせ等
＊赤ちゃんタイム アドバイサー：羽室俊子さん（保健師）
テーマ「赤ちゃんと夏」
（0歳児の親子向け）
＊わかば 牧浦さん：臨床心理士
成田さん：日赤医療センター付属乳児院の看護師・子育て家族支援者
竹内さん：看護師・子育て家族支援者
身長・体重を測定し、お子さんの成長の記録を残しませんか？
日頃のちょっとした悩み・相談にものってくださいます。
＊トーンチャイム お子さんと一緒に美しい音色を聴きながら練習できます。
対象：保護者（お子様の同伴可）
＊コーラスタイム ピアノに合わせてみんなで季節の歌を歌いましょう♪

＊15分前には受付にお寄り下
さい。
＊短時間での保育ですので、
お食事はお受けできません。
おやつ、ミルクはお預かりいた
しますので、ご持参ください。
＊連続講座の保育のキャンセ
ルに関しましては、講座募集チ
ラシに掲載しておりますキャン
セル規定の通りです。
＊単発講座の保育のキャンセ
ル料の発生時期・割合につき
ましては、「あおば」に准じます。
詳しくは「あおば」利用案内を
ご覧ください。

リトミック・Babyヨガ・アロマヨガ・親子で音遊び・親子バレエ・ママバレエ・親子
ふれあい体操・エアロビ＆アロマストレッチ・KIDS交流ガーデンは連続講座です。現
在開講中のクラスにつきましては、受付を終了しております。次回のクラスにつきま
しては、ＨＰまたは館内チラシをご覧ください。

講座予約に関するお願い
「造形」の予約申込み〆切は、原則として講座開催の１週間前とさせて頂きま
す。
最少開催人数は４名となります。
連続講座は、最少開催人数が６名です。開催出来ない場合は、ご連絡させて頂
きます。予めご了承下さい。

☆お料理講座情報☆
＊フリアンディーズパティシエクラス＊(7 月コース)
抽選受付
結果公表

5/29（木）
・5/30（金）
5/31（土）

＊宮下料理クラス＊(7 月コース)
抽選受付
結果公表

6/6（金）
・7（土）
6/9（月）

＊Famiy Cooking＊(7 月コース)
抽選受付
結果公表

♪スプリングコンサート♪ご報告
三重奏で素敵な演奏をお届けし、手遊びもご家族一緒に音楽を身体全体でお楽しみ頂ける
コンサートでした。オリジナルの音楽絵本「ポポピィ一家の旅」を見て、夏休みのご旅行をお考え
になった方もいらっしゃったのではないでしょうか。
今年の夏も、あい・ぽーとは、東京国際フォーラムのキッズジャンボリーに参加します。
８月 12 日（火）に参加をしますので、皆さんもご一緒にいかがですか。
「キッズジャンボリー」につきましては、次回の 7 月号でお知らせできるように、
只今準備中です。乞 う ご 期 待 ！

6/5（木）
・6（金）
6/7（土）

Family Cooking は、
パパのご参加も多い
講座です！是非お子さんと

利用者アンケートにご協力下さい

一緒にお越しください♪

～皆様のお声をお聞かせください～
今年の利用者アンケートは、館内で配布・受付をしています。
あい・ぽーとは皆様のお声で育てて頂いております。
利用者の皆様の貴重なお声をお届け下さい。

☆連続講座情報☆
抽選結果はあい・ぽーとホームページにて
お知らせさせていただくことになりました。
「トップページ(http://www.ai-port. jp/index'.html)」
→ 「今月のプログラム」

～縁の方～
あい・ぽーとの園庭には、たくさんの果樹が植えられているのをご存知でしょうか。キウイフル
ーツ、ウメ、グミ、カリン、ザクロ、カキ等、一年中楽しめるように植樹されています。果樹だけ
でなく、早春にはフキノトウが土からたくさん顔を出し、寝ぼけたカエルに出会え、夏にはセミの

→ 「講座抽選結果」
*お電話での連絡をご希望の方は、お申込み時にお伝えください。

抜け殻があちこちで見つかり、秋にはカキの実を狙って鳥が集まります。ここではいつでも四季を
感じることができるのです。

＊親子で音遊び ビギナークラス
抽選受付
結果公表

初めてあい・ぽーとを訪ねたとき、自然がぎゅっと詰め込まれたような園庭に驚きました。こん

5/21（水）
・5/22（木）
5/23（金）

な都会のど真ん中で、多種多様な動植物が共生する園庭は、子供たちにとっていろいろな体験がで

＊親子で音遊び リピーターＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄクラス

き、とても刺激的で貴重な場所だろうと思います。私は園庭やエントランスの植栽管理、屋上やベ

抽選受付
結果公表

5/26（月）
・5/27（火）
5/28（水）

＊親子ダンス＊
抽選受付
結果公表

6/3（火）
・6/4（水）
6/5（木）

ランダで野菜やハーブの栽培管理をさせて頂いていますが、子どもたちの豊かな感性を育てるお手
伝いが少しでもできればと思っています。見て、触れて、嗅いで、聞いて、味わうことを楽しんで、
そしてそこからいのちの尊さや大切さが伝わることを願っています。
受付横のティースペースでは、収穫したての野菜やハーブをお分けしています。化学肥料や農薬
を一切使わずに育てていますので、虫食いがあったり形や大きさが様々だったりしますが、香りが

詳細はチラシをご参照下さい。
抽選受付期間終了後、定員に満たない場合は、
先着順でお受けします。

とてもよく自然の甘みを味わうことができると思います。また、園庭で見られる花や野菜の生育状
況等を随時掲示しています。HP でも掲載していますので、ぜひご覧になってあい・ぽーとの自然
を五感で楽しんで下さい。

あい・ぽーと園庭管理者 水村明香

【 施設長からのメッセージ 】
最近は本も新聞も読まない人が増えていると言われています。若い人たちには様々な世界に関心を拡げて欲しいと願って、大学のゼミで新しい
試みをしました。図書館を自由に散策して、読んでみたいと思う本を手にしてもらいます。ジャンルは問いません。そして、選んだ本に関連した
記事を新聞各紙から探して発表し、互いにコメントしあうという企画です。当初は戸惑いがちだった学生たちも、それぞれに思い思いの本を手に
してきました。読後の新聞記事検索も図書館の記事検索サイトを駆使して、見事な発表を展開してくれました。一人の学生が選んだ本は不登校に
関連したもの。自身が中学時代に不登校を経験したことが選書の動機で、学びの場はいかにあるべきかを考えさせる記事を収集。自身の通信制高
校での経験も交えて、“学びの場は一つではない”と熱く語るプレゼンでした。他の学生からも実に個性的な発表が続き、時間終了のチャイムが
鳴った時には「え、もう終わり？もっとこのゼミ、続けたい！」という信じ難い（？）言葉が発せられました。興味あることを探し、深堀した時
に、人は大きな力を発揮することを学生から学んだひと時でした。子どもたちにも、是非こうした喜びを経験してもらいたいですね。大日向雅美

～スタッフつれづれ日記～

今月のテーマは「
“あい・ぽーとの今月のおすすめ”」

水村

＊雨の日は、利用者が少なめで、普段と違った時が「ひろば」に流れています。身長体重測定「わかば」や「読み聞かせこもれび」なども、ゆったりと楽しんで頂けます。池田
＊お天気のいい日、お庭と並んでお勧めなのが、２階の図書ルーム“こもれび”
。心地よい風や陽ざし中で、本や雑誌を楽しみながら、ゆったりした時間を過ごせる場所です。古閑
＊蒸し暑くなってきて、蚊の季節になってきました。あい・ぽーとでは手作りのアロマ虫除けスプレーを販売しています。無添加でお子さんにも安心です。ぜひご利用ください。小貫
＊2 級(派遣型)養成講座の受講生さんが６月よりあおば実習に入ります!あおばのお部屋を少し覗いて見てください。いつかあなたのお宅で支援する支援者さんかもしれません。松野下

大日向雅美
＊ひろばにとても可愛い『柴犬のぬいぐるみ』が仲間入りしました！犬の赤ちゃんを抱っこしているような気持ちになれる『癒しのぬいぐるみ』を是非探してみてください。早坂
＊雨の季節になると咲き始める、紫色のお花「あじさい」です。今は、緑の大きな葉を広げ、花を咲かせる準備をしながら、皆様がいらっしゃるのをお出迎えしてくれています。高橋
＊６月は梅雨の季節。雨降りで外で遊べない日も、「ひだまり」「こもれび」でなら思いっきり遊べ、リラックスできます。お庭でカエルやカタツムリに出会えるかも！齋藤

