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遊びに来てね☆
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今月のピックアップ☆

『

あい・ぽーと５周年を祝って

』

2003 年９月 16 日に、地域の新しい「子育て・家族支援センター」として産声を上げた「あい・ぽーと」ですが、多くの方々に支えられ、開設５周年を迎える
ことができました。これまでの感謝の気持ちと、これからも利用者さんや地域の皆さんと共に「あい・ぽーと」を育てて頂きたいとの願いを込めて、港区役所の
方々や子育て・家族支援者の皆様をお招きし、大日向施設長をはじめあい・ぽーとの理事もパネリストとして加わり「みんなで語ろう子育てとあい・ぽーと」を
開催致します。また、当日は武井雅昭港区長と一緒に記念オブジェ作りも予定していますので是非ご参加下さい！

日時：９月１日（月）１４：００～１６：００（イベントタイム・入場無料）場所：あい・ぽーと館内
対象：乳幼児をもつ親子と地域の皆さん
内容：☆記念オブジェ作成 １４：００～１５：００
港区の武井雅昭区長とあい・ぽーと会員のお子さん（＆保護者）で記念のオブジェ作成
予定：あい・ぽーとの玄関へ飾るタイルへのペインティング、午前中に作成したタイルの設置
＊記念オブジェ作成は、１階のひろば（１１：００～１３：００）でも出来ます！！（当日先着順受付）

あい・ぽーと５周年を記念し
オリジナルグッズをご参加頂
いた方へプレゼント！！

☆みんなで語ろう子育てとあい・ぽーと１５：００～１６：００
※ 「語ろう会」でのお子さんの見守り １５：００～１６：００ 定員２０名（先着順：8 月 20 日 10 時から受付開始）
※ 参加費、見守り保育料ともに無料です。
＊詳細ば、別紙チラシをご参照下さい。

トイレットトレーニング中のお子さんに関しては、できる限り対応させていただきますが、集団保育のため

紙オムツまたはオムツパットをお持ちいただくようご協力お願いします。

※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
１７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）
隔月開講なので今月はお休みです。

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

隔月開講なので今月はお休みです。

◇ お母さんのための絵画教室 ◇（予約制）
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：～９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。
『しゅわしゅわソルトフィズ』『リップグロス』
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

◇ 手作りアクセサリー講座 ◇（予約制）
夕涼みコンサート２００８
７月２６日（土）あい･ぽーと外庭にて毎年恒例の
夕涼みコンサートが行われました。昨年のしっとりし
たジャズとも異なり、今年は沖縄民謡グループ「イチ
ャリバーズ」をお呼びして、賑やかなコンサートにな
りました。「なだそうそう」「島唄」といったみなさんお
なじみの曲から、「赤田首里殿内」や「カチャーシー」
など、沖縄ではポピュラーな民謡を踊りながら元気
いっぱいに演奏して下さり、子どもたちも一緒に跳
んだり跳ねたりして楽しんでいました。
ステージのシーサーや沖縄らしい販売物、魚釣り
コーナーの魚も沖縄の熱帯魚、と会場中沖縄気分
を盛り上げるよう工夫しましたが、みなさんいかがで
したか。
おかげさまで晴天にめぐまれ、会場は涼むどころ
かみなさんの熱気でますます熱くなってしまったよう
なひと時でしたが、スタッフも一緒にお祭り気分を楽
しませていただきました。ありがとうございました！

☆来場者の方からも感想をいただきました。
「子どもも大喜びで踊っていて楽しかった。」
「ステージ前に踊れるひろばがあってよかった。」
「沖縄のビールやお菓子も楽しめてよかった。」
～来年のリクエストも受け付けていますので、
よろしくお願いします！～

今月は都合によりお休みさせていただきます。

◇ 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

◇ 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。)

（２日前が休日の場合は３日前）

定 員：５名
参加費：港区 １,３００円 / 区外 １,５００円
(*材料費込み)

＊＊＊ ひだまりの庭 ＊＊＊

◇ 子育て講座 ◇

内 容：『アメジストのネックレス』
見本はあいぽーと館内に展示してあります。
＊保育の時間は各自ご検討ください。

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。
（２日前が休日の場合は３日前）

定 員：５名
参加費：港区 ５００円 / 区外 ８００円

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 】
今年の夏は、北京オリンピックの観戦で、テレビに釘付けになったご家庭も多かったことでしょう。
オリンピックの舞台に立った選手の姿は、見事悲願を達成した嬉し涙あり、残念ながら成果を挙げら
れなかった悔し涙ありと様々でしたが、いずれもオリンピックに辿りつく迄の厳しい練習に耐え、怪我
や不調に悩まされながら懸命に努力を続けてきた限界への挑戦が感じられる姿でした。北島康介選手が
１００ｍ・２００ｍ平泳ぎ２種目で見事金メダルに輝きましたが、実は１９２８年・１９３２年に２０
０ｍ平泳ぎで鶴田義行選手が連覇を果たしています。タイムは２分４８秒８。北島選手と約４１秒差で
す。８０年の間、泳法やトレーニング、水着の改良を重ね、とりわけ数多くの選手が練習に流した汗の
結晶が４１秒を縮める成果に繋がったことを思いました。
子育てひろば＜あい・ぽーと＞は、お陰さまで、この秋で丸５年目を迎えます。地域の新たな子育て・
家族支援の拠点を目指して、子育て中の親子やご家族のニーズに応えることを目指して、スタッフ一同、
精一杯、尽くしてきた月日でした。オリンピックの歴史から比べればほんの一瞬のような長さですが、
いろいろな壁を乗り越えるために努力を重ねた重みのある５年でした。
先日の８月１１日には、５周年を祝う記念行事の一環として、東京フォーラムのキッズフェスタに参
加しました。あい・ぽーとからもたくさんの方がご参加下さいましたこと、感謝申し上げます。
９月１日には５周年記念の本番イベントを開催いたします！この日は武井雅昭区長を囲んで、利用者
の皆さんと記念オブジェの作成を計画しています。また日頃、皆さんの子育てを支えて下さっている子
育て・家族支援者の方々も交えて、港区役所の子ども部や子ども課、そして子ども家庭支援センターの
方々と共に子育てを楽しく語りあう会も開催いたします。これ迄＜あい・ぽーと＞を支えて下さった利
用者の皆様への感謝を込めて、＜あい・ぽーと＞のこれ迄の歩みを振り返り、これからの＜あい・ぽー
と＞を考えるひと時になることを願っております。どうぞ奮ってご参加下さい。

施設長 大日向 雅美

～スタッフつれづれ日記～

今月のテーマは「好きな絵本」です。

〇 やっぱり 「はらぺこあおむし」です。鮮やかなイラストとラストの大変身が大好きでした。(池田)
〇 小さい頃はページを開くと立体的に出てくる「とびだす絵本」が好きでした。色々と細部にわたり動かす所があ
り、楽しかった事を覚えています。(薫)
〇 絵本を読むことも大好きですが、自分で歌やおはなしをつくることも大好きです。私のおはなしが観たい聞き
たい方は９月 27 日２８日に新宿プーク人形劇場へお越し下さい。(星)
〇 とても温かい気持ちになれる「14 匹のねすみ」シリーズが大好きです。いつか「いわむらかずお美術館」へ行
ってみたいです。（石井）
〇 「おしいれのぼうけん」が好きです。ねずみばあさんが恐くてゾクゾクしながらも何度も何度も読んでもらってい
ました。子どもの頃、押し入れは特別な場所でした。（小貫）
〇 子どものころは、「ムスティ」という仔ネコのシリーズが大好きで、毎晩父に読んでもらいました。最近はエロー
ル・ル・カインの絵本を眺めて楽しんでいます。 (塩澤)
〇 毎晩、父が孫悟空の話をしてくれたおかげか、小さいころから本好きです。絵本は、保育士試験のため「どう
ぞのいす」と「怪獣たちのいるところ」を徹底的に勉強しました。（伊藤）
〇 お月様がにっこりする場面が大好きで何度もせがまれてこのページを開きました。小さい子どもも大人も、お
月様の笑顔に魅せられます。「おつきさま こんばんは」とても素敵な絵本です。(榎本)

