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【ひだまり通信】(English Ver.)も登場！
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今月のピックアップ☆

２年目の今年度は、恵泉女学園大学とあい・ぽ
ーとの２ヶ所において実際に有機野菜を栽培しな
がら、基本的な技術や子どもに教えるために必要
なコツを学びます。
日

程：４月１６日（水）、１９日（土）、２３日（水）、
５月１０日（土）、１４日（水）、
６月 7 日（土）、１１日（水）、
７月１２日（土）、１６日（水）、３０日（水）
場 所：「あい・ぽーと」、「恵泉女学園大学」
定 員：全１０回参加者５名、各回ごとに参加５名
受講料：全１０回 ２０，０００円
１回 ２，０００円 部分参加可
（当日受付にてお支払い下さい。）

申込方法：４月４日（金）ＰＭ４：３０までに
お電話か窓口にてお申込み下さい。
※時間等詳細はちらしをご覧下さい。
【ひだまり通信】発行通知をメールで行っています。
メール通知をご希望の方は、件名に”【ひだまり通
信 】お知らせ配 信希望” とご記入 のうえ、改 めて
info@ai-port.net までメールにてお届け下さい。
(【ひだまり通信】そのものはお送りしません。)

２

３

☆ あい・ぽーとからのお知らせ ☆

今回は”和”をテーマに琴奏者の元井美智
子さんをお招きして琴とピアノとのコラボレー
ションや簡単な親子リトミックなどその他にも
たくさんの催しを用意してお待ちしています。
その他にもゲスト多数！皆さまお誘い合わ
せのうえ、是非ご参加ください！
日 時：４月２６日（土）
１４：００～１５：００(開場１３：４５)
対 象：未就学児の親子
場 所：あい・ぽーと２F 多目的ホール
定 員：１５０名
参加費：港区内３００円/１家族
港区外５００円/１家族
（キャンセル時の払い戻しはありません。）

申込み：【窓口販売】(直接購入していただきます。)
３/２１(金)１０：００～
【電話予約】(電話での予約を受付けます。)
４/４(金)１０：００～
コンサート当日に、より多くの方に参加して
いただけるよう窓口で直接チケットを購入し
ていただく【窓口販売】が優先となります。
チケットは準備枚数がなくなり次第終了とな
ります。皆さまのご理解・ご協力をお願い致
します。

平成２０年度会員登録手続きについて
＜継続の方＞
対象：会員の方で４月以降も引き続き「あい・ぽー
と」を利用される方
日 時：４/１(火) １０：００から受付開始
登録料：区内 ￥５００
区外 ￥１,０００
持ち物：乳幼児医療証
(*０歳児のお子さんは母子手帳をお持ちください。)

＊あい・ぽーとの会員登録は、年度(４月～翌年３月末)
ごとでの更新とさせて頂いております。お手数をおか
けしますが、ご入会された日を問わず、平成 20 年度
の継続をして下さいますようよろしくお願い致します。

＜新規の方＞
対象：３月２１日以降、初めて「あい・ぽーと」を利
用される方
日 時：３/２１(金) １０：００から受付開始
登録料：区内 ￥５００
区外 ￥１,０００
持ち物：乳幼児医療証
(*０歳児のお子さんは母子手帳をお持ちください。)

ゴールデンウィーク中のご予約について
５月３日（土）～６日（火）のご予約・キャンセル料
の発生につきましては下記のとおりとなりますの
で、ご協力お願い致します。
予 約 締 切 り ４月２６日（土）まで
キャンセル料発生 ５月１日（木）１７：００から

※日程につきましては表面をご覧下さい。特にお断りのない講座は予約不要、あい・ぽーと会員の親子対象となります。

子育て講座ほか

趣味の講座

親子プログラム
◇ 誕生会 ◇（予約制）

◇ トーンチャイムサークル ◇

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？

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？
対 象：あい・ぽーと会員の保護者(子ども同伴可)

(お子さんの顔写真を入れたキーホルダーをご用意します。)

＊直径５cm の円にお顔が納まる写真を切らずに
１３日(水)までにご提出下さい。（郵送可）
参加費：港区 300 円・区外 500 円

◇

親子で造形あそび ◇（予約制）
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

◇マミー＆ミー
-子ども連れで楽しむ英会話-◇（予約制）
対 象：０・１歳児のあい・ぽーと会員の親子
定 員：１０組
参加費：港区 ３００円 / 区外 ５００円
申込期間：～１５日(火)１２：００〆切

◇Ai-Port International Mom
&Pop’s League◇
（ｒｅｓｅｖａｔｉｏｎ）

Ai-Port International Family's League

This group meets every other month at
Ai-port. The purpose of the group is to
provide a place to meet and exchange
information with other International Families
in the Tokyo area. Please come join us.

対 象：あい・ぽーと会員の保護者
持ち物：スケッチブック（Ｂ４サイズ）・消しゴム
水彩色鉛筆(*水彩色鉛筆以外も可)・鉛筆
申込期間：～１５日(火)１２：００〆切
定 員：８名
参加費：港区 ５００円 / 区外 ８００円

◇ アロマのある生活はんどめいど講座 ◇（予約制）
内 容：自然素材を使った手作りアロマの講座です。
『日焼け止めクリーム』・『ボディ・パウダー』

対 象：あい・ぽーと会員の保護者
申込期間：参加日の２日前の１２：００〆切
定 員：５名
参加費：港区 １,３００円 / 区外 １,５００円
(*材料費込み)

◇ 手作りアクセサリー講座 ◇（予約制）
内 容：ネックレス
見本はあいぽーと館内に展示してあります。

テーマ 子ども同士のトラブル・親はどうする？
講 師：大日向 雅美 施設長
（恵泉女学園大学・大学院教授）
受講料：無料
申込期間：～８日(火)１２：００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）
＊お子さん連れの受講はご遠慮いただいております。
～一時保育あおばを利用なさる場合～
＊混雑が予想されますので、１５分前には受付にお寄りくださ
い。
＊お子さんのお預けは原則５分前からとなっております。
＊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ください。
～ご協力お願い致します～

◇ 赤ちゃんタイム ◇
アドバイザー：羽室 俊子さん（保健師）

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。
対 象：あい・ぽーと会員の０・１歳児の親子

＊保育の時間は各自ご検討ください。

◇ 子育てサロン ◇

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

内 容：皆さんの身近な子育ての悩みや疑問をお
子さんと遊びながら気軽に話し合えます。

＊＊＊ ひだまりの庭 ＊＊＊
春は新しい生活が始まる季節ですね。
「ひだまり通信」も少
しだけリニューアルして新しいコーナーができました！
子育てひろば「あい･ぽーと」は、利用者さん・港区役所の
方・講座の先生方そして支援者の皆さんなど多くの方々に支
えられて運営しています。
そんな「あい・ぽーと」に関わる方々を結びつけるコーナ
ーになればと思っております。どうぞみなさんのお声をお寄
せ下さい！！
今回は、
「あおば」をご利用下さった方の中から 4 月に幼稚
園・保育園ご入園がお決まりになった利用者さんと、一時保
育「あおば」のスタッフの声をご紹介します。
４月は小学校・幼稚園・保育園の入学・入園の時期でもあ
り、
「あおば」も一時保育ではありますが、子ども達の顔ぶれ
が入れ替わる時期です。
「あおば」には入園式も卒園式もあり
ませんが、スタッフはご両親とともにお子様の日々の成長を
楽しみに保育をし、巣立っていかれることを心からお喜びし
ております。
「お話が上手ですね、足の力が強いですね、自己主張がはっ
きりしていますね、百万ドルの笑顔ですねなど、生後 2 ヶ月
から週１～２回お願いした「あおば」でいただいた言葉です。
不安でいっぱいだった子育てと一時保育が、安心で楽しみに
なりました。ママ友もあい・ぽーとの講座で恵まれました。4
月から保育園ですが、あい・ぽーとはこれからもずっと特別
な存在です。」
＜保育園入園予定の腰塚悠萬君のお母様より＞

「娘の 瑚子 が２歳になった時から利用させていただき１年
間。人見知りの時期だった娘は預ける時に泣き、迎えに行っ
た時に泣いていました。それが半年したら普通に遊んで帰っ
てくるようになり、1 年経った今は自ら進んで楽しみに行く
ようになりました。これは皆さまがよい環境の中いつも優し
く温かく見守って下さったからだと思っております。ありが
とうございました。」
＜幼稚園入園予定の雨宮瑚子ちゃんのお母様より＞

「３月を迎え、お子様の成長と共に巣立っていかれるお子様
もたくさんいらっしゃいます。初めてのお預かりから頻繁に
ご利用いただいたご家庭もあり、私達保育に当たる者にとっ
ては最高の喜びでもありますが、日々成長していくお子様の
姿を見て子ども達から教えられることも多々ありました。
泣いていてもやがては素敵な笑顔を見せてくれたり、すっ
かり癒しをいただくことばかりです。
巣立っていかれることは一抹の寂しさもありますが、新し
いスタートでもあります。行く先々での出会いもおありでし
ょう。一層の成長を祈願してやみません…！！
お家の皆さまもお仕事、子育てと今まで頑張ってこられま
したが、これからも親子共々健康に留意され邁進なさって下
さい。たまには元気な姿を見せていただけたら、尚うれしく
思います。」
＜あおばスタッフ宗形＞

〇 気が付くと梅の花が咲き、チューリップの芽が出始めたりと春の訪
～スタッフつれづれ日記～
れを感じるようになりました。花粉症に悩まされつつも今からお花
〇 寒かった冬が終わり、あい・ぽーとの桜のつぼみも膨らみ始めまし
見が待ち遠しいです！（石井）
た。。入園、進級など、子どもの成長ぶりを実感する嬉しい季節で 〇 あい・
ぽーとでは、お子さんたちも畑の植物もみるみる育ち、毎日
すね。一時保育「
あおば」でも、この前まで人見知りしていた子も、
が
変
化の連続です。新鮮な驚きでいっぱいの１年でした。また春から
いつの間にかかわいい赤ちゃんをかわいがるお兄さんお姉さんになっ
も
素敵な出会いがたくさんありますように…。塩(澤 )
てくれています。池(田 )
〇
この冬、まだオリオン座も見ていなかったと夜空を見上げて歩いた
〇 ３才以上になるとお友達と一緒にあそぶ姿が多くみられます。
帰り道、電柱にぶつかりかけてしまいました。危なかったのに、星空
一時保育でも同じくらいの年齢の子が一緒になると、すぐに友達
を見て歩くのがくせになっています。矢(野 )
になり楽しそうに過ごしています。薫( )
〇 いよいよ春本番。ちょっとお外へ出かけたり、小旅行の計画
〇 今年のスプリングコンサートは“和”をテーマに琴奏者の元井美知
などしたいところですが、年度末ということで、師走以上に忙
子さんをお招きします。まだ、寒い時期から打合せや準備をしてい
しい毎日です。
（伊藤）
るとなんだか春を近くに感じます。 星( )

Requirements：English speaking parent living
in the Tokyo area.

◇ お母さんのための絵画教室 ◇（予約制）

◇ 子育て講座 ◇（予約制）

アドバイザー：牧浦 綾さん（臨床心理士）

◇ 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。)

講座受講時の一時保育の利用について
「あい・ぽーと」では、よりたくさんの方に講座を受講してい
ただくために、保育の必要な講座については、一時保育
「あおば」で優先的にお預かりできる枠を用意しておりま
す。
講座ご予約の際に、一時保育「あおば」のご利用の有無
も合わせてお伺いしております。こちらをご利用いただく場
合は【子育て講座】などの保育料の特記がある場合を除
き、通常通りの一時保育「あおば」の保育料になりますの
でご了承ください。

【 施設長からのメッセージ 】
春になりました。春は別れの季節、そして新
たな出会いの季節です。
これまで＜あい・ぽーと＞でいっぱい遊んで
くれた赤ちゃんたちも、すっかり大きくなっ
て、この春に入園・入学を迎えるお子さんもお
られることでしょう。＜あい・ぽーと＞で会え
る機会が少なくなることを寂しく思いますが、
どうか新しい環境で、すくすくと伸びやかに育
ってくださることを願っております。
一方、この４月には新たな会員さんもお迎え
することでしょう。お子さんだけでなく、保護
者の方にとっても、ひろばデビューは緊張と期
待で胸が一杯かも知れません。＜あい・ぽーと
＞ではお子さんと保護者の方が楽しく過ごし
ていただけるよう、さまざまなプログラムや講
座を用意しております。預ける理由を問わずお
子さんをお預かりする一時保育もあります。子
育て期は親にとって何かと行動が制約されて、
社会からもシャットアウトされがちだという
思いを抱く人も少なくありません。でも子育て
期だからこそ見つかるすばらしい出会いもあ
るはずです。どうか＜あい・ぽーと＞で、新し
い、素敵な出会いをたくさん見つけてくださ
い。スタッフ一同、心からの笑顔で皆さんをお
迎えしたいと思います。
施設長 大日向 雅美

