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“秋”穫の秋！

【ひだまり通信】(English Ver.)も登場！
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あい・ぽーと園庭で、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。

移動どうぶつえん

イチオシ

ふれあいどうぶつむら

おもちゃの病院

☆新着情報
移動どうぶつえん

ふれあいどうぶつむら

おもちゃドクター結縁(ゆうえん) さん が、皆さ
んの大切なおもちゃを修理してくれます。
日 時：２１日(土) １０：００～１６：００
参加費：無料(場合により材料費を頂く場合があります。)
対 象：あい・ぽーと会員の親子

布の絵本講習会
９月から、勤労者布の絵本連絡会「わくわく２１」「すくす
くＳ」による、布の絵本製作講座が始ります。ひろばにも
「わくわく２１」「すくすくＳ」から寄贈された布の絵本があり
ます。一緒に製作してみませんか。

日

２０

１３：３０～１５：３０
あいあいグランマの
よみきかせタイム 13:00～
トーンチャイム 11:15～12:00
14:00～14:45

13:00～14:00

２２

(*予約制)

時：９月９日(済)、１０月２１日、１１月１８日
いずれも土曜１０時から１２時
※全３回で完成となります。
定 員：２０名（保育は５名まで可）
参加費：３，０００円（全３回の材料費）
持ち物：まちばり、布切りはさみ
その他：詳細はお問い合わせ下さい。
注*予約は〆切となっています。

日

時 ：１１月１１日(土)
１１：００～１５：００
場 所 ：「あい・ぽーと」外庭 (小雨決行)
対 象 ：親子
定 員 ：各回５０名
参加費 ：港区在勤在住の方 ５０円
(おんぶのお子さんは無料)
港区外の方
１００円
(おんぶのお子さんは無料)
入場整理： A…１１：００～１１：３０
B…１１：３０～１２：００
C…１２：００～１２：３０
D…１３：３０～１４：００
E…１４：００～１４：３０
F…１４：３０～１５：００
*詳細はﾁﾗｼをご覧ください。

＜ふれあいどうぶつむら受付方法＞
１０月１０日(火)１０時～受付開始となります。窓口へ直接お越し頂きチケットを購入してください。
また電話にてご予約をして頂いた場合は、当日までにチケットをご購入にいらしてください。

一時保育「あおば」より大切なお知らせ
１０月１日よりあおばの受付方法が変わります。
１０月１日からお子様をお預けの際は会員ｶｰﾄﾞを受付窓口に提出して頂き、お迎えの際にはま
ず受付窓口にお寄りになって会員ｶｰﾄﾞをお受け取りになってから、保育室へお迎えにいらしてく
ださい。 お手数をお掛けしますが、皆様どうぞご協力をよろしくお願いします。
(*詳細はパンフレットもしくは HP でご確認ください。)

・駐車マナーに関して
・３周年イベント報告
― 移動どうぶつえん ふれあいどうぶつむら ―
「あい・ぽーと」外庭にかわいいどうぶつたちが
やってきます！
親子でたくさんのどうぶつたちを観て、さわって
ぬくもりを感じてください。
(*詳細は別紙チラシをご覧ください。)

― 違法マナーに関してのお願い ―
最近駐車違反の取締りがいっそう厳しくなるな
か、あい・ぽーとにも迷惑駐車の声が寄せられて
います。
お急ぎのなか、お子さんを抱え大変だとは思い
ますが、近隣の皆さんも含め「あい・ぽーと」に関
わる皆さんが気持ちよく利用できるよう、どうぞご
協力ください。
― パパの手作り遊具完成しました ―
９月１６日、おかげさまで「あい・ぽーと」は無事
３周年を迎えることができました。
記念フェスタ当日もたくさんの方にお越しいただ
き、スタッフ一同感激しています。
仙田先生、榊原先生による「記念シ ンポジウ
ム」、世界の子育て展示、音楽絵本コンサート、
世界の手遊び、ハーブティーコーナー、子育て家
族支援者コーナーなど盛りだくさんで、各コーナ
ー大盛況のうちに終えることができました。
なかでも仙田先生の指導のもと、パパたちと作
った遊具はとても素晴しいものができました！
近いうち「あい・ぽーと」外庭に
設置させて頂きますので、どう
ぞ楽しみにお待ち下さい♪
完成品→

親子プログラム
◇ 産後のセルフケア ◇（＊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：１１(水) １０：３０～１２：００
申込期間：～７日(土)まで。
対 象：あい・ぽーと会員の母親(親子)
（*７ヶ月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

◇ 子育てサロン ◇（＊予約制）
アドバイザー：牧浦

綾さん（臨床心理士）
日 時：１０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。)

◇ 親子で造形あそび ◇（＊予約制）
日 時： １０日(火) １３：３０～１４：００
１９日(木) １１：３０～１２：００
対 象：あい・ぽーと会員の親子(２歳以上)
＊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

◇井林おじさんの 紙芝居劇場 ◇
内 容：あい・ぽーとで研修と実践を積んでい
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：２３日（月） ①１１：３０～ ②１３：３０～
対 象：あい・ぽーと会員の親子

◇「あいあいグランマ」の よみきかせ ◇
内 容：あい・ぽーとで研修と実践を積んでいる、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：１９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：１６日(月) 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：１７日（火） 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：３０日（月） １４：００～１４：３０
対 象：あい・ぽーと会員の親子

ミュージック

みかちゃんタイム

趣味の講座

◇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：１９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：～１７(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：３日(火)、２４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◇
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（鈴木さ
ん）が優しく教えてくれます。
日 時：３日(火)、２４日(火) １４：３０～
対 象：あい・ぽーと会員の保護者

誕生会（＊予約制）
日 時：２８日(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２５日(水)*必着
参加費：港区の方 300 円・区外の方 500 円
～スタッフつれづれ日記～
〇 ３周年を記念して企画した「パ
パの手作り遊具」
コーナー。予想
〇 少しずつ秋の気 配 が感じられる
を上回るパパたちの奮闘 ぶりに
ようになりました。実りの秋、凛と
圧倒さ れてしまいました。もう
した風の中の子どもたちを見てい
す ぐ 完 成 品 を お 披 露 目 しま
ると、ぐっと成長したように感じま
す。乞うご期待！（
星）
すね。池(田）
〇 やっと涼しくなり、秋らしくなっ
てきましたね。夏の疲れが出 やす ～パートナーつれづれ日記～
い時期でもあります 。秋の味覚を
楽しみつつゆったり過ごしていきた 〇 あ おばでお手 伝 いをしていま
す 。小 さい子どもさ ん達の愛 ら
いですね。櫻(井）
しい姿 に、外 国 で暮 らす 孫の姿
〇 庭で実 っている風船 葛 ふ(うせん
が重なります。筧( )
かずら の)種はハートの模様がある
と川畑さんに教えて頂き、実際に 〇 ３月 より庭 の手 入 れをさ せて
頂いています。 月はあい・
ぽー
見てみると白いハートがとてもかわ
との庭も秋・
冬へと衣替えの季節
いい。「幸せを呼ぶ種」
と言われてい
です。川(畑 )
るそうです。石(井 )
１０

◇ビーズアクセサリー講座◇（＊予約制）
内 容：今月の作品はフラワーブーケブローチです。
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

日
対
場

容：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♪
時：１０日(火)、２４(火) １４：３０～１４：５０
象：あい・ぽーと会員の親子
所：ひろば(ひだまり)

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：２４日(火)、２７日(金) １０：３０～１２：００
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

日 時：２(月)、３(火)、４(水)、５(木)
１０：００～１１：００ １３：００～１５：００
対 象：あい・ぽーと会員の親子

子育て講座

さわやかな秋を迎えました。食欲・スポーツ
の秋ですが、子どもたちに目を向けると、体力
や運動能力が低下し、外遊びができない等々、
子どもの育ちがどこかおかしくなっているとい
う声があちこちから聞かれます。生まれてきた
時の赤ちゃんは、昔も今も少しも変わっていま
せん。子どもたちが育つ環境を見直す必要があ
るということでしょうか。
先日、開催した「あい・ぽーと３周年ふれあ
いフェスタ」では、
“発見、世界の子ども・子育
て”をテーマに記念シンポジウムや展示コーナ
ーを設けました。シンポジウムでの仙田満先
生・榊原洋一先生のお話からは、
「子どもを守る
ために！」という大人の思いが、いつしか子ど
もが本来もっている伸びやかに育つ力まで奪っ
てしまっていることを考えさせられました。２
階でスタッフが集めた世界各国の写真展示で
は、とりわけアジア・アフリカの子どもたちの
目の輝きが印象的でした。物質的には貧しくて
も、たくましく、心豊かに生きている子どもた
ちの暮らしぶりは、シンポジウムでの両先生の
お話とも重なって、日本社会の行き過ぎた安全
病・清潔病の問題を考えさせられたことでした。
もっとも、子どもたちを伸びやかに遊ばせる
と言っても、ただ放任すればよいということで
はありません。この日は庭で、仙田先生のご指
導のもと、パパたちが手作り遊具の製作に励ん
で下さいました。子どもたちの“真の安全”の
ために設計段階で仙田先生が実に緻密な注意を
払っておられたことが心に残りました。その設
計をもとに、パパたちが心を込めて腕を振るっ
た３周年の大切な記念作品です。楽しくお子さ
んを遊ばせて下さい。
施設長 大日向 雅美

【１０月テーマ】

「

早期教育って必要？

」

講 師：大日向 雅美 施設長
（恵泉女学園大学・大学院教授）
日 時：１６日(月) １０：３０～１２：００
受講料：無料
申込期間：～１３日(金)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」推薦本☆
「幻の子ども像-子育て「論」に惑わされないで-」
青木 悦／著

坂本鉄平事務所／出版

「子どもとは」、「母親とは」、「家族とは」こういうもの
と、どこからか作り上げられた幻想、、、
しかしこの幻想から抜け出すのは、案外容易なことで
はありません。
この本は著者が講演やその他で受けた、たくさんの
子育て中の親から受けた相談を Q＆A 形式でまとめて
います。
子育てに戸惑う親たちに向けて温かく単刀直入に答
えてくれる本です。

【 施設長からのメッセージ 】

