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祝！３周年♪

【ひだまり通信】(English Ver.)も登場！
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をお休みさせて頂きます。

あい・ぽーと３周年記念

ふれあいフェスタ
(* この 日は 一時 保育 あお ば
はお休みさせて頂きます。)
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あいぽーと３周年記念

ふれあいフェスタ
イチオシ

ライフデザイン講座（＊予約制）
テーマ「 家計から考えるわが家とわたし 」

ソニー生命保険株式会社のご協力により、フ
ァイナンシャルプランナーの藤木和人 さんをお
招きし、家計についてお話して頂きます。
日 時 ： ９月２９日(金)
１０：００～１１：３０
対 象 ： あい・ぽーと会員の保護者
定 員 ： １５名（*保育定員は１０名）
参加費 ： 無料
保育料 ： 区内 ７００円 (二人目 ５００円)
区外 １０００円 (二人目 ７００円)

みかちゃんタイム
みかちゃん（和泉短期大学講師：伊藤美佳 さん ）
による絵本の読み聞かせなど。
絵本についてのワンポイントアドバイスもあります。
お気軽に声をお掛けください♪
日 時：１２日(火)、２６(火) １４：３０～１４：５０
対 象：あい・ぽーと会員の親子
場 所：ひろば(ひだまり)

長期お休みのお知らせ

◇ マミー＆ミー（＊予約制）
～子ども連れで楽しむ英会話～

◇

◇Ai-Port International Mom
& Pop’s League◇
この２講座につきましては、諸事情により１０月よ
り半年間お休みを頂きます。再開は来年２月から
になります。
(詳細はスタッフまたは窓口までお問い合せください。)

テーマ
「発見、世界の子育て世界のあそび」
【プログラム紹介】
☆記念シンポジウム☆
「世界の子どもの遊び」 仙田 満
先生
「世界の子育て」
榊原 洋一 先生
コーディネーター
大日向 雅美 施設長

☆コンサート☆

２９ Topic
(*予約制)
ライフデザイン講座
10：00～11：30

わいわいタイム 14:00～

３０
(*予約制)
９月生まれのお誕生会
13:00～13:30

グリーンサポート
１０:３０～１２:００

あい・ぽーと園庭にて、植物の手入れ
などを通して、花や野菜の
栽培のワンポイントアドバ
イスをお伝えします。

☆新着情報
・９/１６ ３周年 ふれあいフェスタ
・大工仕事の得意なパパ募集中！
・あおば、こもれび休館日のお知らせ

音楽絵本 「つきよのくじら」 （鈴木出版）
世界の童謡・手遊びミニコンサート
(*その他のプログラムもあります。詳細は別紙チラシにて）

わかば
内 容：身長・体重を測定し、毎月のお子さんの成
長の記録を残しませんか？
わかばでは保健師や臨床心理士の方が皆
さんの日頃のちょっとした悩みや相談にの
ってくれます。お気軽にお尋ねください。
(受付は当日、授乳室までお越しください。)

日 時：４(月)、５(火)、６(水)、７(木)
１０：００～１１：００ １３：００～１５：００
対 象：あい・ぽーと会員の親子

昨年度実施アンケートより、、、
昨年度、皆さんのご協力を頂き実施したアンケ
ートの結果より、少しづつですが皆さんの声を反
映させて頂こうと取り組ませて頂いています。
【一時保育「あおば」利用申込書について】
・利用申込書の内容が一部変更になりました。
生年月日項目→追加
引渡し者項目→追加
お迎えの人項目→追加
・「あい・ぽーと」ＨＰよりダウンロードできるように
なりました。

【ふれあいどうぶつむら】
毎年２月に開催している恒例の”ふれあいどうぶつむら”が今年度から１１月へと変更になりました。
今年は１１/１１(土)です。詳細は来月発行の「ひだまり通信３８号(１０月)」にてお知らせします。

― ３周年記念 ふれあいフェスタ ―
皆さんに支えられて「あい・ぽーと」は９/１６で３
周年を迎えます！３周年の節目を迎えた今年の
「あい・ぽーと」ふれあいフェスタは【パパの手作り
遊具プロジェクト】【発見！世界の子育て展】【世
界を歌おう！ミニコンサート】【子育て・家族支援
者コーナー】などの他にもたくさんの催しを準備し
ています！奮ってご参加ください。
(*詳細は別紙チラシをご覧ください。)

― 大工仕事の得意なパパ募集中！ ―
力自慢のパパ！手先が器用なパパ！子ども大
好きパパ！そんなパパたちの出番です！
「あい・ぽーと」では３周年を記念する記念品とし
て、パパたちと一緒に庭の遊具を造ることを計画
しています！
パパたちの力を合わせて、子どもたちの大好き
な遊具を造ってみませんか？
日時：９/１６(土) １０：３０～１６：３０
指導：仙田 満先生(環境建築家・工学博士)
仙田 満先生、榊原 洋一先生の基調講演を
含むシンポジウムもあります。
(*詳細はチラシ、またはスタッフにお問い合わせください。)

― あおば、こもれび休館日 ―
ふれあいフェスタ開催、または開催準備に伴い
誠に勝手ながら一時保育「あおば」と図書ルーム
「こもれび」を一時クローズさせて頂きます。
【クローズ日程】
《あおば》 ９/１５(金)１３：００～、９/１６(土)全日
《こもれび》 ９/１５(金)、９/１６(土)

親子プログラム
◇ 産後のセルフケア ◇（＊予約制）

◇ 子育てサロン ◇（＊予約制）

内 容：腰痛や肩こりをおこさないための日常的な体の
使い方、自律神経を整える呼吸法、自分でできる
骨格調整などのマットで座ったり横になってでき
るボディーワークとコミュニケーションスキルを高
めたり脳を活性化するワークのできる講座です。
(*ボールエクササイズがメインではありません)

日 時：２０日(水) １０：３０～１２：００
申込期間：～１５日(金)まで。
対 象：あい・ぽーと会員のお母さん(親子)
*ハイハイができるまでのお子さん(目安は７ヶ月)
（それ以上のお子さんは保育が必要になります。）

*妊娠中の方でも参加できます。（安定期～）
定 員：１０名
参加費：港区 ５００円 ・ 区外 ８００円

アドバイザー：牧浦

綾さん

日 時：１２日(火) ①１３：００～１４：００
②１４：１５～１５：１５
申込期間：事前のお申し込みが必要です。
当日申し込みもお受けしています。
(窓口までお問い合わせください。)

◇井林おじさんの 紙芝居劇場 ◇
内 容：あい・ぽーとで勉強や実践を積んでい
る、子育て・家族支援者の井林おじさん
による愉快な紙芝居の時間です。
日 時：１６日（土） ①１０：３０～ ②１２：００～
対 象：あい・ぽーと会員の親子

◇

親子で造形あそび ◇（＊予約制）
５日(火) １３：３０～１４：００
１４日(木) １１：３０～１２：００
対 象：あい・ぽーと会員の親子(２歳以上)
日 時：

＊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

◇「あいあいグランマ」の よみきかせ ◇
内 容：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。
日 時：２１日(木） １３：００～１３：３０
対 象：あい・ぽーと会員の親子

◇ 赤ちゃんタイム ◇

◇ うきうきタイム ◇

◇ わいわいタイム ◇

内 容：赤ちゃんと家庭でできるふれあい遊びの
紹介や保護者同士の交流をします。
日 時：１９日(火) １３：００～１４：００
対 象：０・１歳児のあい・ぽーと会員の保護者

内 容：保育士の”かおるさん ””しほさん ”とう
きうきしちゃうお楽しみ会☆
日 時：１１日（月） １４：００～１４：３０
対 象：あい・ぽーと会員の親子

内 容：保育士の”ホシ さん ””ユキさん ”と一緒にわ
いわい踊って楽しいお楽しみ会♪
日 時：２９日（金） １４：００～１４：３０
対 象：あい・ぽーと会員の親子

ミュージック

趣味の講座

インターナショナル

◇トーンチャイムサークル◇

◇やさしいデッサン教室◇（＊予約制）

内 容：お子さんと一緒に美しい音色を聴きながら
練習ができます。サークルを通して仲間と
共に創りあげる喜びを体験しませんか？
日 時：毎週木曜 １１：１５～１２：００
１４：００～１４：４５
対 象：あい・ぽーと会員の保護者(子ども同伴可)

日 時：２１日(木) １３：３０～１５：３０
対 象：あい・ぽーと会員の保護者
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）
*ご希望の方は水彩絵の具パステル、ま
たモチーフとしてお子さんの写真や玩具
などもお持ちください。
申込期間：～１９(火)
定 員：８名
参加費：港区 ５００円 / 区外 ８００円

◇ コーラスタイム ◇
内 容：赤ちゃんから大人まで！ピアノにあわせて
童謡などをみんなで楽しく歌います。
日 時：５日(火)、１９日(火) １４：００～１４：３０
対 象：あい・ぽーと会員の親子

◇マイミュージックタイム◇

日 時：２２日(金)、２５日(月) １１：００～１２：００
対 象：あい・ぽーと会員の保護者
申込期間：参加日の２日前が〆切になります。
定 員：５名
参加費：港区 ５００円 / 区外 ８００円

【 施設長からのメッセージ 】
～スタッフつれづれ日記～

〇 つかまり立ち、よちよち歩き、転んだり、泣い
たりしていた子どもも３歳になる頃には走った
りスキップしたり。子どもたちと一緒に育ち合
いたいですね。池(田）
〇 あい・
ぽーと開設時よりこれまでの３年間、た
くさんの方と出会い、たくさんの子ども達の笑
顔に接してきました。この９月より新しい保育
施設作りを目指し活動していきます。またどこ

かでお会いしましょう！（
萩原 )
〇 最近の土曜日は、たくさんのパパの姿を目にし
ます。今月のあい・ぽーと３周年イベントでは、
園庭の遊具作りがあります。是非参加してカッ
コイイ姿を見せてください！ 櫻(井）
〇 ７月 日に催された夕涼みコンサート。ハワイ
アンの音楽や衣装、踊り、お店に囲まれてとて
も心地 良 い時間 を過 ごす ことができました。
石(井 )
22

～子ども連れで楽しむ英会話～ ◇
内 容：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？！
日 時：１３日（水） １４：００～１５：００
対 象：０・１歳児の会員の親子
定 員：１０組
参加費：港区 300 円・他区 500 円

誕生会（＊予約制）

◇ビーズアクセサリー講座◇（＊予約制）
内 容：今月の作品は、ボリュームリングです。見本
はあいぽーと館内に展示してあります。
＊時間内で終わらない方もいらっしゃいます。
保育の時間は各自ご検討ください。

内 容：憧れのあの曲をピアノで弾いてみたいと
思いませんか？プロの音楽家が優しく教
えてくれます。
日 時：５日(火)、１９日(火) １４：３０～
対 象：あい・ぽーと会員の保護者

◇ マミー＆ミー（＊予約制）

〇 あい・ぽー と３周年 ！わたしも保育士 ３
年目！あい・
ぽーと共に充実した４年目を
目指して頑張ります！（
星）
〇 ３周年。感慨にひたることもできますが、
充実に向けたスタートライン。変化を続け
つつ、あい・ぽーとに関わる全ての人がとも
に育ちあう場であることは、これからも変
わらないでしょう。（
林）

～パートナーつれづれ日記～

〇 真 っ黒に日焼けした、子ども達の笑顔か
らこぼれる白い歯がかわいくて、あおばでの
お手伝いというよりも率先して遊んでしま
う毎日です。赤(星 )
〇 ７月より図書ルーム「こもれび」でお仕事
させて頂くことになりました。皆さんにと
って利用しやすい図書 ルームになるよう頑
張りますのでよろしくお願いします。塩(澤 )

この９月１６日に、あい・ぽーとは３周年を迎
えます。地域に根ざした新たな子育て・家族支
援の拠点となることを目指して産声をあげた日
が、つい昨日のことのように思われます。
その一方で、この３年間の歩みを振り返ると、
何年も月日を重ねてきたような心境にもなりま
す。地域の子育て家族のニーズに少しでも寄り
添いたいと、日夜スタッフやパートナーさん、
ボランティアの方々と共に積み重ねてきた時間
の重みでしょうか。
利用者の方々の笑顔と港区のご援助に支えら
れて、今日を迎えることができましたことに心
からの感謝を込めて、９月１６日は３歳の誕生
日記念のふれあいフェスタとさせていただきま
す。
メーンテーマは「発見、世界の子育て！世界
の遊び！」です。世界各地には想像できないよ
うなユニークな子育てや遊びがあります。私た
ちの子育てに参考となる知恵があったり、こん
な方法でも子どもは育つの？と驚いたり-----。
何事もそうですが、視野を広くもつと、日々の
悩みがささいなことに思えます。子育てに唯一
絶対のものはないと分かって、肩の荷も軽くな
ることでしょう。
当日はこのテーマでの展示・基調講演・シン
ポジウム・コンサートを開催すると共に、パパ
やお祖父さまに腕を振るっていただく手づくり
遊具作成等々、盛りだくさんの企画で、初秋の
一日を楽しんでいただければと、スタッフ一同
準備に励んでいるところです。
詳細は別紙チラシをご覧下さい。皆様のご参
加をお待ちしております。
施設長

大日向 雅美

日時：３０(土) １３：００～１３：３０
申込期間：たくさんのお友達と一緒に家族揃って
お祝いしませんか？
(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２７日(水)*必着
参加費：港区の方 300 円・区外の方 500 円

誕生会の写真はお早めに！
【９月テーマ】

「じいじ・ばあばとのお付き合いの仕方」
子育て中の若い夫婦にとって、それぞれの両親は何かと
頼りになる存在。子どもにとっても、じいじやばあばは、親
と異なる愛情を注いでくれる存在ですが、一方で、どこまで
甘えてもいいのかも問題ですね。そんなじいじやばあばと
のお付き合いの仕方を皆さんで考えてみませんか？

講 師：大日向 雅美 施設長
（恵泉女学園大学・大学院教授）
日 時：８日(金) １３：３０～１５：００
受講料：無料
申込期間：～６日(水)〆切
保育料：港区 700 円 （二人目以降 400 円）
区外 1000 円 （二人目以降 700 円）
＊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をキャン
セル料として頂戴いたします。

【一時保育保育あおばからのお願い】
＊保育ご利用の際は１５分前には受付にお寄りください。
＊お預けの前にはできる限り、昼食・おトイレ(オムツ交換)
を済ませてからお越しいただきますようお願いします。
＊一時保育あおばへのお子様のお預けは原則５分前から
となっております。ご協力お願いします。

☆今月の「こもれび」新刊紹介☆
「世界がもし 100 人の村だったら④子ども編」
池田香代子＋マガジンハウス／著
マガジンハウス／出版

世界中の人が手にしたこの本が４冊目になりました。
「こども編」として子どもにスポットをあてながらわたした
ちの生きる世界の今と未来を考えます。
子どもと一緒に読みたい一冊です。
9 月１６日のふれあいフェスタでもこちらの本をご紹介し
たいと思います。

