200５年１1 月 25 日子育てひろば「あい・ぽーと」発行
住 所：〒１０７－００６２
東京都港区南青山 2-25-1

ひだまり通信 ３０号

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
U R L : http://www.ai-port.jp （最新号があります）

☆２月のプログラム☆
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♪「トーンチャイム」
日時： ２、９、１６、２３日(木)
１１：１５～１２：００、１４：００～１４：４５
＊トーンチャイムサークルのメンバー
を募集しています。
毎月木曜日に月３～４回（午前・午後）
の練習をしています。また「あい・ぽー
と」のイベントなど年に数回の発表の
場もあります。お子さんと一緒に参加
できますので是非ご参加ください。

「ビーズアクセサリー講座」
日時：２０日（月）．２１日(火)１１：００～１２：００

♪「コーラスタイム」

「親子で造形あそび」

日時：７日（火）．２１日(火)
１４：００～１４：３０
対象：あい・ぽーと会員の親子
ピアノに合わせて、親子で楽しく唄いまし
ょう！

＊今回は製作時間が１時間かかります。時間通り
開始できるようにお集まりください。
申込期間：９日（木）１０：００～1６日（木）まで

保護者向けの講座です。定員：５名
事前に必ずご本人がお申込みください。
＊１時間で終わらない方もいらっしゃいます。
託児の時間は各自ご検討ください。
参加費：港区の方 500 円・他区の方 800 円

日時：１４日（火）．２３日（木）
１３：３０～１４：００
対象：２歳児以上の子どもと親 定員：６組
申込：事前にお電話か来館の際にお申込みく
ださい。＊汚れても良い服装でお越し下さい。
参加費：港区の方 300 円・他区の方 500 円

♪「Ｍｙ Ｍｕｓｉｃ Ｔｉｍｅ」

日時：７日(火)．２１日（火）
１４：３０～１６：００

「よみきかせタイム」

「やさしいデッサン教室」
日時：１６日（木）１３：３０～１５：３０
申込期間：～１４（火）まで
保護者向けの講座。初めての方も楽しみなが
ら静物画など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：港区の方 500 円・他区の方 800 円

日時：１６(木)１３：００～１３：３０
あい・ぽーとで勉強や実践を積んでいる、
子育て・家族支援者のグループ「あいあ
いグランマ」による楽しい読み聞かせの
時間です。

「赤ちゃんタイム」
＊今月はお休みです。来月は３月８日(水)と、
２８日（火）いずれも１３：００～１４：００開催
です。

対象：あい・ぽーと会員の保護者
少 し の 時 間 、ピ ア ノ を 弾 い てみ ま せ ん
か？プロの音楽家が優しく教えてくれま
す。お気軽にご参加ください。

３
「ふれあいどうぶつむら」
２５日(土) １１：００～１５：００
場所：「あいぽーと」外庭（*小雨決行）
入場料：港区の方 一人￥５０
(おんぶのお子さんは無料)

区外の方

一人￥１００
(おんぶのお子さんは無料)

申込：６日(月)１０：００～受付開始。電話
もしくは来館時にお申込ください。
*詳細は別紙チラシをご覧ください。
「うきうきタイム」
日時：２０日(月)１４：００～１４：３０
対象：あい・ぽーと会員の親子
手遊びやエプロンシアター等を楽しみましょ
う！
「わいわいタイム」
日時：２８日（火）１４：００～１４：３０
対象：あい・ぽーと会員の親子
リズム遊びや体操など身体を動かして遊び
ます！

「２月生まれのお誕生会」
日時：１８日(土) １３：００～１３：３０
申込締切：１５日(水)までに写真と合わせてお
申し込みください。
お子さんの顔写真を入れた直系５cm ほどの
キーホルダーをご用意します。写真は切らず
に１５日(水)（*必着）までにお持ちください。

★パパの保育参加をお受けします☆
一日一組まで、一時保育室「あおば」に
おいて、子ども連れでパパの保育参加を
お受けいたします。
＊詳しくはスタッフにお尋ねください

第６回ライフデザイン・フォーラム」

「再就職をデザインする～ワーク＆ﾗｲﾌ棚卸編～」
「キャリアの木」シートを使って、仕事（ワーク）と生活（ライ
フ）の両方の棚卸をする中で、自己の確認（過去）と意思
の表示（未来）を通じて、自分がこれから進んでいこうと
する方向性を探ります。
＊内容の詳細はチラシをご覧ください＊

日時：１５日（水）１０：００～１２：００
講師：森山貴代さん（産業カウンセラー、キャリアコンサルタント）
参加費：３００円（港区の方は無料）
保育：定員１５名 料金や注意事項は右記子育て講座
と同様です。申込は、１日（水）１０：００～受付開始

「子育てサロン」

アドバイザー：牧浦 綾さん
毎月 1 回、心理カウンセラーの牧浦綾さんによる「子育て
サロン」を開設しています。子どもや家族をめぐるちょっとし
たお悩みにも、経験豊富な牧浦さんならではのお答えがス
パッと返ってきます。お子さんとご一緒に参加できます。
日時：１４日（火）１４：００～１５：００
申込：当日参加も可能ですが、事前のお申し込みをお願い
いたしますます。
定員：１０組 参加費：無料

受講者募集！ ２月の子育て講座
テーマ：「子どもの上手なほめ方・叱り方」
今回のテーマ「ほめ方・叱り方」は、育児相談の中でも常に上位を占めてい
るお悩みです。毎日子どもと向き合っていると、つい感情的に怒ってしまうこと
もありますよね。上手なほめ方・叱り方ってあるの？皆さんで一緒に考える時
間を持ってみませんか。

日 時：８日（水）１３：３０～１５：００
講 師：大日向 雅美 施設長（恵泉女学園大学・大学院教授）
対 象：あい・ぽーと会員の保護者 受講料：無料
申 込：１日（水）１０：００～電話受付開始
保育料：港区の方 700 円 （二人目以降 400 円）
他区の方 1000 円（二人目以降 700 円）
＊保育ご利用の方は１２：４５までにおいでください。
＊保育の際、昼食は済ませてきていただきますようお願いします。
＊保育の際のお子さんの持ち物：飲み物・おやつ・着替え・タオル・
オムツ・おしり拭き・ビニール袋２枚・靴
＊お子様連れでの受講はご遠慮いただいています。当日のキャンセルは、恐れ入ります
が保育料の半額のキャンセル料を頂戴いたします。

◆受講者募集！「産後のセルフケア＆ボールエクササイズ」
産後に肩こり・腰痛など身体の不調を感じる方は多いもの。産後のカラダとコ

「すくすく成長記録の会 わかば」

コロにむきあい、自分自身でケアする方法を学びましょう。バランスボールを使

日時：６日（月）．７日（火）．８日（水）．１４（火）
１０：００～１１：００ １３：００～１５：００

日時：７日（火）①１０：３０～１１：３０ ②１１：４０～１２：４０

＊時間変更のお知らせ＊
わかばの実施時間が変更になりました。午後の部は、これま
でより長く実施していますので、是非ご利用ください。
対象：あい・ぽーと会員の親子
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？

「マミー＆ミー」

１歳児もどうぞ
～子ども連れで楽しむ英会話～
日時：６日（月）１４：００～１５：００（*時間が変わりました）
対象：０・１歳児の会員の親子 定員：１０組
あい・ぽーと会員のママがお母さん向けに英語を教えてくれ
ます。外国人のママやパパも多い港区。英語でコミュニケー
ションできたら、友達の輪がもっと広がるかも？！
参加費：港区の方 300 円・他区の方 500 円

[３月上旬講座速報] 今からご予定ください！！
３/１(水) １０：００～１２：００ ・・詳しくは別紙チラシでご確認を
「おひなまつりのフラワーアレンジメント」
６(月) １４：００ 「マミー＆ミー～子ども連れ英会話～」
７(火) 「産後のセルフケア ボールエクササイズ」 (２回)
８(水) １３：００ 「赤ちゃんタイム」
※２月の講座ではありません。ご注意ください。

あおば(一時保育)予約専用電話できました！
*あおばのご予約をされる方は、今後下記の番号へお
掛けくださいますようご協力をお願いいたします。
０３－５７８６－３２５３

対 象：あい・ぽーと会員のお母さん （１歳児以上のお子さんをお持ちの方も可）
＊生後８ヶ月以上のお子さんは託児をご利用ください。８ヶ月未満児は入室可。
参加費：港区 500 円・他区 800 円
定員：７名
*３月は７日(火)に行います。

「おもちつき」

「まめまき」

日時：４日(土) １０：３０～
参加費：無料

日時：３日(金)
①１３時～ ②１５時～
参加費：無料
*節分には豆をまいて
鬼（病気など）を追い払
いましょう！

(おもち３個(きなこ、ゴマ、大根おろし)）

定員：先着１００名
(*引き換え券あり)
詳細は別紙チラシをご覧ください。

～施設長からのメッセージ～
厳しい寒波に包まれて迎えた新年ですが、いかがお過ごしですか？
大学の教員をしている私にとって、１月、２月はセンター試験に始ま
り、期末試験、入試と試験ラッシュの月ですが、一心不乱に答案に向き
合っている学生の姿を見ると、いつにも増して愛しく思えてなりませ
ん。その「一所懸命」な姿を見ていると、なぜか＜あい・ぽーと＞の赤
ちゃんたちの姿が重なって見えてきます。赤ちゃんは、夢中で遊んでい
るときも、悪戯をしているときも、駄々をこねて泣いているときも、
「一
所懸命」ですね。一途な懸命さは、年齢に関係なく、人の心を打つもの
だと思います。
最近は「一生懸命」と書く人が多いようですが、私は一つのことに懸
命に尽くすという意味の「一所懸命」の方を好んで用いています。目の
前のこと一つひとつに丁寧に、心を込めて尽くす時間を積み重ねていけ
ば、いつしか豊かな一生になるのではないかとも思います。
今年は、子どものように、夢中になって打ち込めるものに一つでも多
く恵まれる年になりますように！

大日向 雅美

フつれづれ日記～
～スタッ

○土 曜日の”ひだまり”はパパの姿
を多く見かけます。子どもを通じ
て少しづつパパの交流の日になって
くれればと思います。櫻(井）
○１月から子育て・家族支援者２
級 が新 たにスタートし、４月 から
は地域における新たな活動を担っ
て頂く予定です。池(田）
○空からやってきた雪は子ども達
にとってはわくわくのプレゼント。
吹きすさぶ風の中、遊びの世界が
どんどん広がって・
・
感動です。林( )
○八十八年八月、日本を離れニュ
ーヨークにある日本人のための幼
稚園に勤務することに。幼児期に
おける第一言語 母(国語 の)確立が
いかに大事であるかを学ぶ現場と
なった。萩(原 )
○先日の雪は思いがけずたくさん
積もり、子どもたちは長靴で雪を
踏んで楽しかったでしょうね。この
子ども達に豊かな自然が残せるよ
う、まず自分から心のあり方を見
つめてゆこう！と思います。陽(子 )
○２月はイベントもりだくさん！
「豆まき」に始まり、「もちつき」
に
「ふれあいどうぶつむら」、、、そし
てなんといってもバレンタイン！期
待に胸が膨らみます♪ 星( )

○昨年１月に子育て・家族支援者
養成講座を受講してから早１年。
皆 様 から、私 自身 の「個 育て」への
支 援をたくさんいただいています

☆感謝☆ 齋(藤 洋( ))
○庭に突然 獅子舞登場！固まり
後ずさる子どもたち。でも目はし
っかりと獅子を見つめていました。
今年も一緒に驚いたり笑ったりし
たいです。（
南野）

おいしい顔展 とびきりのおいしい！かわいい！素敵なお写真をお待ちしております～♪

あい・ぽーと
パートナーつれづれ日記

あい・ぽーと写真展第３弾！

った有酸素運動でリフレッシュしながら、カラダへの気づきを高めます！

