
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
1/2 3 4 5 6 7 8

10:00～11:00 10:00～11:00 大根・白菜 10:30～1３:00
13:00～15:00 13:00～15:00 ほうれんそう 13:30～15:00

10:00～11:00
13:00～15:00 A. 10:15～11:00 11:00～12:30 11:00～12:30

B. 11:15～12:00
13:45～14:15

13:45～14:15

9 10 11 12 13 14 15
ふれあい体操☆ 10:15～11:00

10:00～11:00 13:10～13:50 11:15～12:00
13:00～15:00 14:00～14:40 12:15～13:00

14:50～15:30
A. 10:10～11:00 15:40～16:20 11:30～12:00
B. 11:10～12:00 13:00～13:30
C. 12:10～13:00 13:45～14:15 赤ちゃんタイム 13:30～14:30

14:00～15:00 13:45～14:15

16 17 18 19 20 21 22
リトミック☆   A. 10:10～10:50

13:45～14:15 B. 11:00～11:40 11:00～12:30 C. 10:15～11:00 10:30～12:00
C. 11:50～12:30 D. 11:15～12:00

13:10～13:50 トーンチャイム 11:30～12:00
13:30～14:00 14:00～14:40 13:00～13:30
15:00～15:30 14:50～15:30 親子で造形あそび☆ 11:30～12:00

コーラスタイム 14:00～14:30 15:40～16:20
みかちゃんタイム 14:40～15:00 13:30～15:00
おやこdeえいご☆ 15:00～15:30 13:45～14:15 読み聞かせこもれび 13:45～14:15

23 24 25 26 27 28 29
ふれあい体操☆ 10:15～11:00

13:45～14:15 A. 10:10～11:00 A. 10:15～11:00 11:15～12:00 10：30～11：30

B. 11:10～12:00 B. 11:15～12:00 12:15～13:00
15:00～16:00 C. 12:10～13:00 C. 13:00～13:45 ほうれんそう 13:30～15:00

11:30～12:00
14:00～15:00 13:45～14:15 13:00～13:30 14:00～14:30

14:40～15:00 15:00～16:20 13:45～14:15 15:00～16:00

30 31 2/1 2 3 4 5

13:45～14:15

15:00～16:00

お母さんのための絵画教室☆

トーンチャイム

親子で音遊び☆リピータークラス読み聞かせこもれび

お休み

読み聞かせこもれび

読み聞かせこもれび

読み聞かせこもれび

わかば（牧浦先生）

親子バレエ☆

はんどめいど講座☆

読み聞かせこもれび

キッズ交流ガーデン☆わかば（羽室先生）

親子で音遊び☆リピータークラス

わかば（牧浦先生）

有機園芸サポーター養成講座はんどめいど講座☆

読み聞かせこもれび

ベランダガーデニング

キッズ交流ガーデン☆

Babyヨガ☆

アロマヨガ☆
トーンチャイム

ママバレエ☆

お誕生日会☆

グリーンサポート

親子で造形あそび☆

アロマヨガ☆

読み聞かせこもれび

読み聞かせこもれび

お休み

親子バレエ☆

Babyヨガ☆

わかば（羽室先生）

成人の日

おさいほうタイム☆

ママバレエ☆

読み聞かせこもれび 親子で音遊び☆ﾋﾞｷﾞﾅｰクラス

読み聞かせこもれび

みかちゃんタイム 子育てサロン

Illustrated by GEN

リトミック・Babyヨガ・アロマヨガ・親子で音遊び・親子バレエ・ママバレエ・親子ふ
れあい体操・ママのための３Ｂ体操・おやこdeえいご・Nobody's Perfect、KIDS交流
ガーデンは連続講座です。現在開講中のクラスにつきましては、受付を終了しておりま
す。次回のクラスにつきましては、ＨＰまたは館内チラシをご覧ください。

＜予約の必要がないプログラム＞
＊読み聞かせ「こもれび」　２階の図書ルームで絵本の読み聞かせをしています。
   途中入室・退室自由ですので、お気軽にどうぞ！　今月のテーマ：新年・雪
＊みかちゃんタイム　伊藤美佳先生(東洋大学専任講師）による絵本読み聞かせ等
＊赤ちゃんタイム　アドバイザー：羽室俊子さん（保健師）（0,1歳児の親子向け）
   ふれあい遊びや保護者同士の交流　今月のテーマ：寒い時期のお風呂
＊子育てサロン　アドバイザー：牧浦綾さん(臨床心理士)　今月のテーマ：家族
   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いましょう。
＊わかば　身長・体重を測定し、お子さんの成長の記録を残しませんか？
   保健師・臨床心理士の方が日頃のちょっとした悩み・相談にものってくださいます。
＊トーンチャイム　お子さんと一緒に美しい音色を聴きながら練習できます。
   対象:保護者(お子様の同伴可)
＊コーラスタイム　ピアノに合わせてみんなで季節の歌を歌いましょう♪
＊グリーンサポート　園芸コーディネーター：坂井明子さん
   園庭をお手入れしながら、園芸について学ぶ活動です。お子さん連れでもOKです。
   今月のテーマ:冬野菜の収穫など（雨天中止）
＊おもちゃの病院　修理が必要なおもちゃを当日お持ちください。
   事前にお預かりすることも可能です。

2010 年 12 月 20 日

編集･発行：ＮＰＯ法人あい・ぽーとステーション

子育てひろば「あい・ぽーと」
住所：〒１０７－００６２
東京都港区南青山２－２５－１
電話：０３－５７８６－３２５０
交通：地下鉄銀座線「外苑前」１ｂ出口から徒歩２分

ＵＲＬ：http//www.ai-port.jp
（最新号が閲覧できます）

＜予約が必要な毎月の講座＞
予約が必要な講座には☆印がついています。
＊誕生日会
(お子様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
22日(土）までにご提出ください。(郵送可)
参加費：港区300円/区外500円
＊親子で造形遊び
対象:2歳以上親子
※お子様もお母様も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
＊お母さんのための絵画教室
対象：保護者
持ち物：スケッチブック(B4)・鉛筆・
　　　　　(水彩)色鉛筆・消しゴム
※スケッチブック、色鉛筆は販売もしています。
(お子様のお写真をお持ちいただいても結構です)
申込期間：参加の１週間前の17:00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
内容：「クリームクレンザー（キッチン用）」＆「酒粕石鹸」
対象：保護者　定員：5名
参加費：港区1,300円/区外1,500円(材料費込）
申込期間：参加日の1週間前の17:00〆切

*おさいほうタイム
内容：シュシュ
対象：保護者　定員：５名　参加費：300円
申込期間：参加日の1週間前の17:00〆切

講座受講者向けの保育について

保護者向けの講座に参加される方
は、講座受講者向けの一時保育をご
利用いただけます。定員がございま
すので、講座ご予約の際に保育のご
利用の有無も合せてお伝えくださ
い。

講座参加時の保育料金は、下記の
通りです。

港区在住・在勤　60分   500円
                        90分   700円
区外　　　　　　　　60分   700円
                        90分 1,000円

＊15分前には受付にお寄り下さい。

＊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
はお預かりいたしますので、ご持参く
ださい。

＊保育のキャンセル料の発生時期・
割合につきましては、「あおば」に准
じます。詳しくは「あおば」利用案内を
ご覧ください。

８9号
(１月)

お正月遊びウィーク

あおばスタート ひろばスタート



 

 

親子プログラム 

国と自治体が一体的に取り組む 

待機児童解消「先取り」プロジェクト 
待機児童は３年連続で増加し、平成 22 年４月１日現在 26,275 人。
この内、低年齢児(０～２歳)の待機児童が全体の約８２％。待機児童
対策として、プロジェクトが次ぎの方針を発表しました。 
 

〔基本姿勢〕 
①モデル実地 待機児童が多く、潜在的な保育需要を先取りしながら

待機児童解消に意欲的に取り組む自治体を対象に実地する。 
②待機児童が多い都市部もカバー 交付税不交付団体には待機児童

が集中する地域が多いことから、保育サービス量を速やかに増やす
ため、上乗せの財政支援を行う。 

③共通部分は国と自治体共同で 国と自治体が共同して研修プログ
ラムを開発し、各自治体に提供する。 

④保育ニーズの変動に柔軟に対応 賃貸物件の活用を促す。 
認可保育園以外の保育サービス提供形態である家庭的保育につい
ても拡充を図る。 

⑤質が良ければ認可以外にも 認可外保育施設でも認可保育所の最
低基準を満たす保育所には公的な支援を行う。 

 

＊＊＊ ひだまりの庭 ＊＊＊ 

☆ふれあいフェスタ２０１０☆ 

みんなで祝うあい・ぽーとバースディ！７ｔｈ 
 

１１月２７日(土)に開催された恒例のあい・ぽーとお誕生日イベン
トも今年で 7 回目！！ 
今回は、カウントダウンウィークを設け、スタンプラリーを開催

しました。スタンプラリーの内容は、お掃除・さやえんどうの種ま
き・キウイの収穫・記念のトーテムポール作り・ポーチ作りでした。 
ポイントが貯まった方には、あい・ぽーとのオーガニックハーブを
使ったお料理でおもてなしさせていただきました。 
当日は、手品や読み聞かせ等のおたのしみコーナーの他、占いコ

ーナー・キッズヘアカット・メディカルハーブ講座・似顔絵コーナ
ーを設けましたが、どのプログラムも大盛況となりました。 
多くの方々にお越しいただき、とても良いあい・ぽーとバースデ

ィとなりました。ご参加くださいました皆様、ありがとうございま
した。今年のフェスタは、すべて子育て・家族支援者さんと一緒に
企画し、実施しました。支援者の皆様に心から感謝いたします。 
「あい・ぽーと」は、これからもますますみなさまに喜んでいただ
けるプログラムを考えていきたいと思っておりますので、今後もど
うぞよろしくお願いします。 

✿ひなまつりのフラワーアレンジメント✿ 

今年も恵泉フラワースクール（六本木）の講師の先生をお招きします。
ひなまつりのお祝いに添えるお花のアレンジメントをご一緒に楽し
みませんか。センスのよいお花とアレンジが大好評の講座です。 

日時：2011 年２月２４日(木) 

料金：〔港区内〕3,000 円（材料・花器代金を含む） 

   〔港区外〕3,500 円（材料・花器代金を含む） 

申込：2011 年 1 月 14 日(金)10：00～ 先着順で窓口にて受付開始 

   2011 年２月 10 日(木)10：00～  電話予約受付開始 

【 施設長からのメッセージ 】 

「お母さん、雪の降る夜に私を生んで下さって有り難う。もうすぐ雪ですね」（51 歳男性）。福井県丸岡町が企画した「日本一短い母への手紙」の中で、最優秀

賞に輝いた作品です。命を授ける母の存在に究極の美を求めようとする心情が「雪」に込められています。また私の友人は、長女が生まれた日の朝、眼下に広が

った銀世界の中に見たイメージから、「藍」と命名しました。雪の白さは、日常の煩雑さを覆いかくし、捨て去ることで、新たな気づきを持たらしてくれるのか

も知れません。 

今年は「断捨離」という本もベストセラーになりました。余分なものを捨て去り、シンプルな生き方を目指す中で、見えてくる大切なものは何でしょうか？ お

子さんの目の輝き？ あなたを見守り支えて下さる周囲の人々の笑顔？ 今年一年、育児に仕事に励んだ自分の努力？ 

今年一年を振り返って、さまざまに感謝の思いを持てますように・・・・。どうぞ良いお年をお迎え下さい。         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「雪」  

○子どもの頃は、雪が降るとワクワクして、雪かきする大人は敵でした。大人になり、雪かきしないといけなくなりましたが、やっぱりハイテンションになります♪池田 

○「北海道のママは、雪の日はベビーカーでなくソリに子どもを乗せて移動するのよ！」と笑って話す、寒い雪の日の温かい札幌の支援者さん達の事を思い出します。小貫 

○しんとした雪の日の早朝。まだ真っ暗な中、静寂を切り裂く除雪車の轟音！その後家を出ると、除雪で積み上げられた雪で道路に出られなくなっているのでした…。東 

○高校２年の２月１日、登校すると運動場に呼び出されて、入試（体育実技）実施のために雪かき作業！その試験を受けた弟は、無事に合格！嬉しい雪の思い出です。古閑 

○子どもの頃初めて積もった雪を見た日は嬉しくて！嬉しくて！！雪だるま、雪合戦、雪のすべり台作りと洋服が濡れても、ずっと遊んでいました。楽しかったです。石田 

○雪が降っている日に生まれた私ですが…冬のスポーツも苦手。でもスノボとかやりたいなぁ～と思う今日この頃(＞▽＜)スキー場で雪合戦もいいですよね？？ 野原 

○「さむーい！雪が降っているの」とスイスにいる娘からの電話に、9 月の残暑に喘ぐ私は,「いいなぁ、雪なんて良いなぁ～」。雪は遠くにありて想うもの？雪は好きだけど、寒いのは苦手。榎本 

  

 

講座とイベントの詳細は、館内ちらし・HPをご覧ください。 

～ベランダガーデニング～ 

あい・ぽーとのお庭にあるハーブやグリーンを使って、 

香り豊かなドライフラワーのアレンジメントを親子で楽しみます♪ 

日時：１月２９日（土）１０：３０～１１：３０ 
申込：１２月２１日（火）１０：００～先着順で受付開始（定員８組） 

 

※12 月 29 日(水)～30 日(木)、4 日(火)のあおばにつきましては 

祝日扱いとなります。 
 

♪お正月あそびウィーク♪ 
あい・ぽーとでお正月の雰囲気を味わいませんか？ 

日本の伝統的なお正月遊びなどをご用意してお待ちしています！ 

1 日 1 回獅子舞が館内を回ります!! 

日時：1 月 5 日(水)～8 日(土) 10:00～16:00 

  

  

★お誕生日会★ 
1 月より音楽絵本と内容が新しくなります！！！ 

人数によって、二階のホールまたはひろばで行います。 

お誕生月でない方は、予約も料金も必要ありません。 

みんなでお祝いしましょう 

お誕生月の方のプレゼント代：〔区内〕300 円 〔区外〕500 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

～年末・年始のお知らせ～ 

ひろば 12 月 29 日(水)～1 月 4 日(火)はお休みになります。 
あおば 12 月 31 日(金)～1 月 3 日(月)はお休みになります。 

 

※12 月 29 日(水)～30 日(木)、4 日(火)のあおばにつきましては 

祝日扱いとなります。＊キャンセル料など不明な場合は、お問い合わせ下さい 

 
前回も大好評でした！ 
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