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交 通：地下鉄銀座線「外苑前」
１ｂ出口から徒歩２分
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遊びに来てね☆

【ひだまり通信】(English Ver.)も登場！
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昭和の日

３０

１

２
有機園芸ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座
(予約制)

３
憲法
記念日

４

５

みどりの日

６

こどもの日

７
わかば

10:00～11:00
（羽室先生）13:00～15:00
トーンチャイム 11:15～12:00
13:00～13:45

振替休日

８
わかば

10:00～11:00
（羽室先生）13:00～15:00

９
キッズ交流ガーデン
（予約制）
ｻﾄｲﾓ 10：30～12：00
ｼﾞｬｶﾞｲﾓ 13:30～15:00

（今月から時間が変更になります）

１０

１１

１２

１３

１４

１５

＠あい・ぽーと
11:00～12:30

１６

ウ ェ ル カ ム ウ ィ ー ク
みかちゃんタイム

わかば

14:40～15:00

10:00～11:00

（牧浦 先生） 13:00～15:00

親子で造形あそび
13:00～15:00

わかば

10:00～11:00

（牧浦先生）

13:00～15:00

英語でＵＫＩＵＫＩﾀｲﾑ
14:30～14：50

コーラスタイム
14:00～14：30

１７

13:00～13：45
赤ちゃんタイム 13:00～14:00

リトミック

１８

１９
子育てサロン

(予約制)
10：10～10：50
11：00～11：40
11：50～12：30

２５
アロマのある生活

はんどめいど講座

11：30～
13：30～

プログラムはございませんが、
会員以外の方にも「ひろば」
でお遊びいただけます。

親子で造形あそび
13:00～15:00
あいあいｸﾞﾗﾝﾏよみきかせ
14:00～14:30

(予約制)
10：15～11：00
11：15～12：00
12：15～13：00

アロマのある生活

はんどめいど講座
(予約制) 10:30～12:00

KID’S ヨガ
(予約制) 15:15～16:00

２０
ふれあい体操

(予約制)
10：15～11：00
11：15～12：00
12：15～13：00

13:00～15:00
ﾃｰﾏ：食べること（食育）

親子で造形あそび
(予約制) 13:30～14:00

２１
トーンチャイム 11:15～12:00

２６
リトミック

(予約制)
10：10～10：50
11：00～11：40
11：50～12：30

(予約制) 10：30～12：00

コーラスタイム
14:00～14：30

２２

２３
グリーンサポート (作業日)
10：30～12：00

13:00～13:45

5 月生まれのお誕生会

親子で造形あそび

(予約制)

(予約制)11:30～12:00

14：00～14：30

みかちゃんタイム
14:40～15:00

15:00～15:30

２４

井 林 おじさんの
紙芝居劇場

変更!!↴

ふれあい体操

親子で音遊び ﾘﾋﾟｰﾀｰｸﾗｽ
(参加経験のある方)
(予約制連続講座)
A,10:15～11:00
B,11:15～12:00

親子で音遊び ﾘﾋﾟｰﾀｰｸﾗｽ
(参加経験のある方)
(予約制連続講座)
C,10:15～11:00
D,11:15～12:00

トーンチャイム 11:15～12:00

２７

２８

２９

親子で音遊び ﾋﾞｷﾞﾅｰｸﾗｽ
(初めての方)
(予約制連続講座)
A,10:15～11:00
B,11:15～12:00
C,13:15～14:00

手作りｱｸｾｻﾘｰ講座

手作りｱｸｾｻﾘｰ講座

(予約制)

トーンチャイム

11:00～12:00
11:15～12:00
13:00～13:45

３０

(予約制) 11:00～12:00

KID’S ヨガ
(予約制) 15:15～16:00

３１

６/１

２

３

４

５

６

今月のピックアップ☆

５月１１日（月）～１６日（土） １０：００～１６：３０
会員以外の方にもあい・ぽーとのプログラムを
体験していただけるスペシャルウィークです☆☆☆
ぜひお友達とお誘い合わせのうえ、遊びにいらして下さい！
１１日（月） みかちゃんタイム
１２日（火） わかば
親子で造形あそび
コーラスタイム
１３日（水） わかば
英語で UKIUKI タイム
１４日（木） トーンチャイムサークル
赤ちゃんタイム
親子で造形あそび

14:40～15:00
10:00～11:00/13:00～15:00
13:00～15:00
14:00～14:30
10:00～11:00/13:00～15:00
14:30～14:50
11:15～12:00/13:00～13:45
13:00～14:00
13:00～15:00

（↑「お母さんのための絵画教室」の代わりに開催します！！）

あいあいｸﾞﾗﾝﾏの読み聞かせ 14:00～14:30
１５日（金） 井林おじさんの紙芝居劇場 11:30～/13:30～
（上記の講座以外は、予約された会員の方のみご参加いただけます。
）

【ゴールデンウィーク中のご予約について】
５月３日（日）～６日（水）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２５日（土）まで
キャンセル料発生 ４月３０日（木）１７：００以降から
※５月７日（木）につきましては、予約締切は２日（土）、キャ
ンセル料発生は４月 3０日（木）17 時からになります。

※ ５月 14 日と 21 日に予定しておりました
「お母さんのための絵画教室」は講師の都合によ
り急遽中止になりました。
5 月 14 日は代わりに「親子で造形あそび」を
開催致します。予約なしでご参加いただけます。
汚れてもいい服装でいらしてください。

※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

親子プログラム
◇ 誕生会 ◇（予約制）
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２０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

◇ 子育て講座 ◇（予約制）

◇ トーンチャイムサークル ◇

都合によりお休みさせていただきます。

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)

◇ 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

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)
定 員：６組
参加費：港区 ３００円 / 区外 ５００円

アドバイザー：牧浦 綾さん（臨床心理士）

容：みかちゃん（東洋大学講師：伊藤美佳さん） に
よる絵本の読み聞かせなど。

※ ﾏ ﾐ ｰ ＆ ﾐ ｰ ・ Ai-Port International Mom&Pop ’ s
League は今月お休みになります。

都合により今月は中止とさせていただきます。

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。
５月のテーマは「食べること（食育）」です。

◇ わかば ◇

◇ みかちゃんタイム ◇
内

※ 午後の時間が今月から 13：00-13：45 に変更になりました。

◇ お母さんのための絵画教室 ◇（予約制）

◇ 子育てサロン ◇

◇

＊お子様もお母様も汚れても良い服装でお越しください。

趣味の講座

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。)

「あい・ぽーと」では、保護者向けの講座（子育て講座、お母さんのための絵画教室、アロマのある生活 はんどめいど講座、手作
りアクセサリー講座、等）に参加される方に一時保育をご用意しています。保育には定員がございますので、講座ご予約の際に保
育のご利用の有無も合わせてお伝え下さい。
・一時保育を希望される多くの方のご要望にお応えするために、講座受講時の保育場所を、一時保育室「あおば」ではな
く、ホールや交流サロンなどで実施することになりました。保育の受け入れ（引き渡し）の場所は、当日に窓口でお知ら
せ致します。
・講座参加時の保育利用料金は、下記の通りとさせて頂きます。
港区 60 分の講座 500 円。 90 分の講座
700 円
区外 60 分の講座 700 円。 90 分の講座 1,000 円
（二人目以降も同じ料金とさせて頂きます。
）
＊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。
＊短時間での保育ですので、お食事はお受けできません。おやつ、ミルク等で対応させて頂きます。予めご了承下さい。

♪子ども家庭支援センター所長交替♪
このたび、川上真二前子ども家庭支援センター所長が、４月
より港区高輪地区総合支所に異動されました。代わりに保志幸
子所長が着任されました。
川上所長、これまで本当にありがとうございました！そして、
保志所長どうぞよろしくお願いします！
「はじめまして。4 月から子ども家庭支援センター所長として
まいりました保志幸子です。３月まで台場児童館長として地域
の皆さんと一緒に子どもを中心とした活動をしていました。
子ども家庭支援センターは、港区のすべての子どもと家族を
支えるための相談やサービスを提供する大切な場所です。あ
い・ぽーとをはじめ、さまざまな機関と顔の見える連携をいっ
そう深めて、都会の中にあっても心温まるつながりのある子育
て環境をつくっていきたいと思います。
実はあい・ぽーとには、設立前に訪問させて頂いたり、勉強
会に参加したことがありました。今後は様々な機会により身近
に関係を持ち協力し合える立場になり、とても楽しみに思って
います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」
子ども家庭支援センター所長 保志幸子

新プログラム

英語で UKIUKI タイムスタート♪
４月の体験版でご好評いただきました「英語で UKIUKI タイム」
を５月より「ひろば」の定期プログラムとしてスタート致します。
「あい・ぽーと」会員の保護者であり、子育て・家族支援者でも
あるｷｬﾛﾙさんが、英語で手遊びや歌、読み聞かせなどして下さ
います。予約は不要です。
５月は、ウェルカムウィークのプログラムとして、会員以外の
方にもご参加いただけます。
是非、初めてのお友達も誘って遊びにいらして下さいね☆

（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)

講座受講時の一時保育の利用について

＊＊＊ ひだまりの庭 ＊＊＊

◇ 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。
『バスソルト』『ボディスクラブソルト』
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）
内 容：『シェルとサンゴのブレスレット』
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

【 施設長からのメッセージ 】
風薫る 5 月。皆様いかがお過ごしですか？ 入園・入学期のお子さんがいるご家庭では新
たな環境に入る準備等で、嬉しさの中にも緊張に満ちたひと月ではなかったでしょうか。ま
た保護者の方々の中にも、ご自身やパートナーが職場の異動を経験され、忙しく過ごされた
ご家庭もおありだったかも知れません。
＜あい・ぽーと＞も子ども家庭支援センターの川上所長が高輪支所に移られました。＜あ
い・ぽーと＞スタート間もない時点から今日まで、地域の親子への支援のためにいつも親身
になって下さった所長のお陰で、＜あい・ぽーと＞はこれまで成長することができました。
「利用者のみなさんの最善の利益」を心がけることが、川上所長のモットーでした。利用者
の皆さんに代わって心から感謝を申し上げます。そして、新たな所長となられた保志所長に
は、これからお世話になることと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
春は変化の時。過去を大切に、新たな出会いに謙虚に・・・
「温故知新」の心で、スタッフ
一同、心を合わせて＜あい・ぽーと＞を運営してまいります。皆さんもどうぞ一緒に＜あい・
ぽーと＞を育んでいただければ、と願っております。大日向雅美

～スタッフつれづれ日記～
今月のテーマは「子どもの日の思い出」です。
〇 朝、起きると、お弁当の準備をしてくれていて、ビックリ。内緒で遊園地に行く計画でし
た。楽しいイベントを待つ楽しみと、不意打ちの嬉しさを感じた年がありました。（池田）
〇 農家のお家の庭にとても大きな鯉のぼりがいくつも並び、空高く泳いでいる風景と大好き
な味噌味の柏餅を用意してくれていたことを覚えています。
（石井）
〇 小さい頃は田舎だったこともあり、鯉のぼりが悠々と我が家の屋根の上を游いでいまし
た。父がベランダで取り付け作業する姿を庭から誇らしく見ていたのを覚えています。
（小
貫）
〇 女の子ですが毎年鯉のぼりを飾ってもらっていました。当時はそれを大きく感じたもので
すが、大人になって愛媛に旅行した時、鯉のぼりの巨大な柱が河原にいくつも並んでいて、
その雄大さに驚きました。(塩澤)
〇 ５月５日生まれのわんぱくな従兄がいました。僕は３月３日生まれで運動も得意ではなか
ったので、遊びやケンカでいつも負けてしまい、くやしかったです。（伊藤）
○ 父の友人が私を動物園に連れていってくれて猿の人形を買ってくれた」というのをなぜか
ずっと覚えているんです。そういえばこの話、誰にもしたことなかったです。（原口）
○ ５月５日は妹の誕生日。男兄弟はいませんが、毎年手作りケーキと小さな鯉のぼりでお祝
いしていました。小さな頃は、私だって子どもなのに！！と思っていました。（東）
○ 実家にある、私の初節句に合わせて撮られた家族写真。田舎の鯉のぼりとは、なんと豪華
なことか！！今は亡き祖父の、初孫を喜ぶ嬉しそうな顔が忘れられません。
（古閑）
〇 こどもの日は、もともと端午の節句から来ています。日本でも粽や柏餅を食べてお祝いし
ますが、台湾に住んでいたころ階下の台湾人のマダムが沢山の具の入った美味しいもち米
で作った粽を届けてくださいました。本場の粽また食べたいなぁ・・・まず食べ物、そし
て一期一会の人を想い出すのは「花より団子」の精神？！(榎本)

