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※予約が必要な講座には☆印がついています。
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エアロビ＆アロマストレッチ☆
夏の名残りと はしりの秋
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＜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大歓迎！
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
切らずに一週間前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
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

講座の詳細は、
館内ちらし・HPをご覧ください。

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。

＜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）
（歩行前の乳児の親子向け）
＊わかば
牧浦綾さん：臨床心理士
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♪

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
＊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

リトミック・Babyヨガ・アロマヨガ・親子で音遊び・親子バレエ・
親子ダンス・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。
今年度より最少開催人数を４名と致しました。連続講座は、最少開催人数を６名と
致しました。予約申込み〆切は、原則として講座開催の2週間前とさせて頂きます。
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☆
＊宮下料理クラス＊
〈8/29（月）〉”夏の名残りと はしりの秋”
先着順にて受付中（現在、保育なしのみ空きあり）

〈9/12（月）〉

♪夏休みの思い出作りにいかがですか？

～キッズジャンボリー2016＠国際フォーラム～
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。皆さんぜひお申込みの上、ご来場くだい。

日時：2016 年 8 月 16 日（火）

抽選受付：7/20（水）
・7/21（木）
結果公表：7/22（金）

〈10/31（月）〉抽選受付：8/26（金）・8/27（土）

午前の部／10：30～12：00 午後の部／13：30～16：00 予定

結果公表：8/29（月）

＊MIYASHITA プレゼンツ The パーティー＊
〈9/5（月）〉 抽選受付：7/21（木）～7/23（土）

出演予定：エリックさん（「えいごであそぼ」ご出演）・くわばた りえさん
汐見 稔幸 先生・榊原 洋一 先生・大日向 雅美 先生
あい・ぽーと館内受付や詳細については決まり次第、別途館内掲示・
ホームページにてご案内させていただきます！あい・ぽーと会員さんは、
あい・ぽーとにて優先受付ができます。ぜひお楽しみに♪

結果公表：7/25（月）

〈10/17（月）〉抽選受付：8/8（月）・8/9（火）
結果公表：8/10（水）

＊The 薬膳＊
〈9/15（木）〉

休館のお知らせ＜8/16（火）＞
抽選受付：7/26（火）
・7/27（水）
結果公表：7/28（木）

東京国際フォーラムのキッズジャンボリーに参加の為、
あい・ぽーとは全館休館となります。

ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解・ご協力の程宜しくお願い致します。

☆連続講座情報☆

☆水遊び中止のお知らせ☆

抽選結果はホームページにてお知らせ致します。
【抽選結果一覧（http://www.ai-port.jp/aiport/chusen/）
】

園庭での水遊びによって蚊に刺されたとの苦情があり、
港区とご相談した結果当面の間、園庭での水遊びは中止と致します。
ご理解ご了承下さるようにお願い致します。
園庭を利用される方は、蚊にさされないように、
長袖・長ズボン・靴下をご着用ください。
アロマの虫除けスプレーは、受付でご用意しています。
ご自由にお使い下さい。

*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。

＊ふれあい体操＊
抽選受付：7/25（月）
・26（火） 結果公表：7/27（水）

＊親子＆キッズバレエ＊
抽選受付：7/28（木）～30（土） 結果公表：8/1（月）

＊エアロビ＊
抽選受付：8/1（月）
・2（火） 結果公表：8/3（水）

＊アロマヨガ＊
抽選受付：8/2（火）
・3（水）

結果公表：8/4（木）

港区みんなと子育てシンポジウム

イベント報告～

＊Ｂａｂｙヨガ＊

7 月 16 日（土）
、六本木ハリウッドホールにて港区
まち・ひと・しごと創生総合戦略「港区みんなと
子育てシンポジウム」が開催されました。
港区内で活動している様々な子育てサポート団体が、
一堂に会したポスターセッションでの交流を行ったり、
子育てトークや音楽絵本を親子で楽しむひと時など、
港区で子育て出来る喜びを、みんなで実感できる
楽しいイベントとなりました。ご来場くださった皆様
どうも有難うございました。

抽選受付：8/4（木）～6（土）結果公表：8/8（月）

＊ママバレエ＊
抽選受付：8/18（木）～20（土） 結果公表：8/22（月）

＊親子リトミック＊
抽選受付：8/22（月）
・23（火） 結果公表：8/25（木）

＊親子ダンス＊
抽選受付：8/25（木）～27（土） 結果公表：8/29（月）

【 施設長からのメッセージ 】
夏真っ盛り。子どもたちが大好きな季節ですね。海に山に、あるいはふるさとのご両親（お子さんにとってはおじい様やおばあ様）のもとを訪れるなど、ご家
族でお出かけする機会も多いことでしょう。楽しい思い出がたくさんできることを願っていますが、小さいお子さんを連れた旅行は荷物が多くなったり、子ども
がぐずったりで、何かと大変だというお悩みの声もよく聞きます。
遠出をしないでも夏を楽しむ方法はたくさんあることでしょう。私事で恐縮ですが、幼い頃の夏の思い出はきまって入道雲が登場します。抜けるように真っ青
な空にむくむくと湧き上がっている真っ白な雲を縁側に腰掛けてぼんやり見るのが大好きでした。もっとも、当時は雲だと思って見ていたのではありません。遠
い遠い「雪国」がお空に浮かんでいると信じていたのです。その日によって微妙に形が変わる「雪国」の中に「お城」もしっかり見えていました。どんなお姫様
が住んでいるのかしらと想像にふけっている時間がとても楽しかったことを憶えています。「あれは積乱雲なのよ」などと説明をする大人がいなかったことも幸
いだったのかも知れません。子どもの頃の思い出は親に与えてもらうだけでなく、そっと見守ってもらうことでも豊かなものとなることを思います。大日向雅美

～スタッフつれづれ日記～

今月のテーマは「子どもの頃“好きだった場所”」

＊家の裏の神社でよく遊びました。生い茂る木の根でゴツゴツした急斜面を競争して走ったり、蜂を手づかみで捕まえたり・・、今は、小さな神社に見えで、不思議です。池田
＊祖父の家の農機具をしまってある小屋です。弟やいとこと一緒に、かくれんぼしたりトラクターやコンバインなどちょっと触ってみたり、ドキドキしながら遊んでました！古閑
＊物置を秘密基地にして、近所の子と座布団やライト、お菓子などを持ち込んで暗くなるまでそこで過ごしていました。空想の世界の中では壮大な秘密基地のつもりでした。小貫
＊実家 2 階の物置部屋にあるクローゼットの中、水がある場所、お砂場、おしいれ、幼稚園にあったうさぎ小屋、おもちゃ売り場…両親が行ってほしくない場所が好きでした。早坂
＊祖母の部屋です。夏は涼しげな茣蓙の上で、冬は炬燵でみかんを食べながら、祖母と一緒に“世界ふしぎ発見”を観るのが好きでした。高橋
＊庭に面した縁側は、幼い私と社会との接点だったのでしょう。折につけやって来る植木屋さん、大工さん、経師屋さんの見事な仕事ぶりを飽きずに見ていた思い出があります。齋藤

大日向雅美

