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7.「館内設備」について

授乳室でミルクを作っている間にこどもを座らせるものがほしい。おむつ替え台だと動いて抜け出すの

で。 立たせておむつ替えできるおむつ替え台がほしい。 広場の荷物置き場は入り口近くに設置したほ

うが利用者、スタッフ双方の負担が減るのではないか。 有料でもいいのでロッカーを設置してほしい。

おむつ用ゴミ箱を設置してほしい。

自動販売機など水分補給できるものの販売をしてほしいです。大人ならダカラ、ポカリ、子どもならア

クアなど→この前の高温過ぎた時に脱水などの予防としてあったらいいなと思いました。

余計な柵がないので出入りがしやすい

離乳食を温めるレンジが自由に使えるところにあると助かります。

おむつ替え用の使い捨てシートがあるとなお嬉しいです。

おむつ台が１か所なのが少し足りない日もあります。

男の子が走り回れない ・キッズルーム（０歳児）とか、分けた方がいいかと。

冷水が出ない

今はコロナで人が少ないが、増えてきた時に幼児トイレが足りるか少し不安（大人が入っていると使え

ないので）

ベビーカースペースが玄関内の方が良いのでは？と思います。

オムツ替え台が以前は１台しかなかったのが、授乳室内にも１台増えてありがたいです。 授乳室内には

授乳クッションやタオルも置いてあり、低月齢の赤ちゃんにも安心して授乳できると思います。

とても綺麗で職員の方がこまめにおもちゃの消毒等してくださっているので安心して使えています。 少

し冷房が寒いので、適宜温度調節をお願いしたいです

初めて利用した。兄が年中のため一緒に来られないと思っていた。

今回初めて。今後は来れたらいいなと思います。

ハイハイができるようになってから利用しようと考えていたので最近（9カ月後半）に初めて利用しま

した。これからもっと活発に動き回るようになると思うのでもっと利用したいと考えています。



いつも子どもだけでなく保護者の様子も気にかけてくださり、優しい声がけとサポートが抜群です。こ

ちらにお邪魔させていただくことで、子育てが本当に楽に楽しくなりました！

いつも丁寧に対応して下さってありがとうございます。スタッフの方の対応が手厚いので助かっていま

す。

スタッフの皆さんにはいつもとても良くしていただいて感謝しています。

どの方も子どもに愛情を持って接して下さるので感謝しかありません。ありがとうございます。まちプ

ロタイムなど子どもの目を見て歌ってくれるのが好きです。また個人的には「抱っこ」して下さるのが

子どもにとってとてもいいのではないかと思い有難いです。色んな人に触れてもらうとハッピーになる

のではと思っています。

来年４歳になったら遊べるところをまた探さないといけないのが少し心配

娘の名前を覚えて下さったり、広場に入るときは、鞄かごをもって頂いたり、冬にはコートをかけて下

さったり。。無料で使わせて頂いているのが申し訳なくなるほど、いつもお気遣い頂いて本当にありが

とうございます。

今保育園に入ったので頻度は減りましたが前は週２～３回利用していました。

コンシェルジュさんやまちプロさんがとても優しくて親切でありがたいです。

育児休業中はほぼ毎日といっていいほど通っていました。特にカフェがあることがありがたかったで

す。一度家に帰る必要もないし、近隣の混んでる飲食店に入る必要もない。しかし、復職後は土日にカ

フェがやっていないため、土日混んでいる表参道で飲食店に入るか、親は我慢して子供にだけひろばで

飲食をさせるか、時間をかけて一度帰るしかありません。土日もカフェ営業をしていただけませんか？

そのほうが利用しやすいです。

スタッフのみなさんがとても親切で、また来たいと思える場所です。気軽に遊びに行ける場所をつくっ

ていただいて本当に感謝しています。





コロナで控えていた

対象の年齢ではないため

まだ利用し始めたばかりなので

町プロは毎回楽しく参加できて、子どもも知っている歌が増えて行くのでお家時間の参考になります。

また工作のクオリティが素晴らしいです！家族や遠くの親戚もここの工作をとても楽しみにしていて、

カレンダーなどは額に入れて飾っています。

子供が工作タイムを見て「これは大人がやる工作なの？」と聞いていました。メモリアルな工作が多い

せいか、低月齢の子供が多いせいか、工作をしているのが大人だけでした。良くも悪くもそこがあい

ぽーととは違うと感じました。 機会があれば「パパっこあつまれ！」イベントをお願いします。いつも

のまちプロタイムがちょこっとパパっこに変身するだけで、子供とパパが遊べるような気がします。絵

本「パパお月様とって」「お父さんまいご」や、いつもの「ぴょーん」が世界一高く飛べる「ぴょー

ん」。歌の「バスにのって」は替え歌「パパにのって」など、いくつかパパ要素をいれるだけで、継続

できるイベントになると思いました。

絵の具あそびや水遊び(今後参加予定)等、家で遊ぶのには準備が大変で躊躇してしまうようなことを

やっていただけるのでとても助かっています。感触遊びのようなプログラムもあると個人的には嬉しい

です。

工作のクオリティが高くていつも楽しいです！

工作タイムはやりたくていつも予約していますが、いつも自分ばかりやっていいものかとも考えます。

やったことのない人など色々な人がやれた方がいいのではないかとも思います。

身体をいっぱい動かして遊ぶプログラムがあると参加してみたいです。暑くて外遊びがあまりできない

ので。

土日のイベントを増やしてほしい

まちプロタイムの内容が子どもの年齢的に少し幼稚になってしまったのでからだダンダンなどの体操を

入れて頂くと良いのではと思いました。

特に工作は自分では用意できないことが多いので、広場でやって開催頂いて本当に有難いです。子供の

成長、刺激になると思います。

まちプロタイム、すごく好きなのですが、11：30～12：00で子どものお昼の時間とかぶってしまうの

で、もう少し早い時間だと嬉しいです。だいたい昼ご飯11:00～12:00、お昼寝12:00～14:00でやってお

ります。

いつ何をやっているのかを気にして来たことがありません。今の月齢で楽しく参加できるものは何かが

わかると嬉しいです。

毎日親子でリラックスタイムやまちプロタイムがあって楽しいです。土日祝もあるのがありがたいで

す。

マンションだとプールもできなくて、なかなか水遊びをさせてあげられないので、水遊びができる機会

をつくっていただいて本当に有り難いです。





土日祝日のカフェをオープンしていただけると助かります。（いずれか一日でも） 土日も変わらずワン

オペなことが多く、土日になかなか子連れで外で食事ができないためです。

土日にも是非営業してほしいです。 窓がなくて少し暗いので、照明を蛍光灯ではなく、オレンジ色の間

接照明の色に変えるともっとリラックスできる空間になると思います。

もし可能であれば、土日も営業していただきたいです＿|￣|○

土日に営業していただけると、大変助かります。何卒よろしくお願い申し上げます。

土曜日も短縮営業でいいのでカフェがオープンしていると嬉しいです。

土日どちらかだけでも営業してもらえると嬉しいです！夫と子供が遊ぶ間、ゆっくりコーヒーを飲みた

いです。ゆっくり食事したい…。せめて飲食コーナーで大人も飲食できるようになれば、カフェが営業

していなくてもゆっくりできるので、飲食コーナーの規制緩和も御検討お願い致します！

土曜もやってくれたらありがたいです。

難しいと思うのですが、本当は土日も営業していると嬉しいです。

子供がいても気にせず一息できる場所があり助かっています。可能であれば週末も短時間でもいいので

カフェができると嬉しいです。

時々パンの中身が冷たいことがあった。 ハーブティーを復活させてほしい。 土日も開けてほしい。

１０時頃からやってほしい

スープもパンもとても美味しいですが、【今日のスープ】が毎日同じなのが少し残念

カフェメニューにたんぱく質のメニューがあるとありがたいです。子どもも食べられるつくね等でしょ

うか。

子どもが食べられるメニューがもう少しあると嬉しい

・土日も営業してほしい。

・飲み物がないとき外まで買いに行かなければならない

 ・土日はカフェスペースが閉まっていて離乳食を食べさせるスペースが少ない。

・以前にプリンが早く完売してしまったようで十分な量を供給して下さるといいなと思った。

 ・スープ美味しいです。ベジタリアン向けのメニューがあるとよいです。

（コーンスープやベーコン抜きスープなど）

満足ですが、カレー等お米のメニューがあったら嬉しいです。

・土日も営業してくださるとうれしいです。

・子どもが小麦をあまり食べないように言われているため米粉パンがあると助かります。

・ホットドック、サンドイッチなどの軽食の種類もあると嬉しいです。

満足しているのですが、妊婦だとおなかがすくので（そもそも子どものためのカフェではありますが）

おにぎりなどのメニューがあれば嬉しいです。

土日にも営業してほしい

パンではなくお米を食べてほしいので米を使ったメニューがあると嬉しいです。和食。

たんぱく質の食べ物が欲しいです。おなかがふくれるメニューがほしいです。

土日にあれば嬉しいです。

土日祝もやってくれればうれしい。

土日も営業してほしい

土日の営業、メニューのバリエーションを希望



ぜひ土日にもオープンしていただきたいです。ゆっくり子どもと一緒に過ごせるのでもっと利用したい

と思っています。

お昼の時間だけでもよいので土日もやってほしい。

いつも土日祝しか来ないので行くチャンスがなかった

・出来れば土日も営業してほしいです。私は、土日に行く日はパパが仕事やゴルフでいないことが多

く、家で自分のためだけにお昼ご飯を作るのが面倒なので営業頂けると嬉しいです。（近場に飲食店は

たくさんありますが、土日で混んでいますし、子連れだと厳しいことも多いので、、）平日とメニュー

を変えて頂いて営業する方法（パンのみ、ドリンクは紙パックの販売のみ等）

・カフェに大人のご飯も持ち込めると嬉しい。（飲み物等、必ず何かしら注文するので、、）近場でテ

イクアウトしてカフェで子供と一緒に食べられると嬉しいです。

土日も営業していただきたいです。

・デカフェのラテやオレがあるとありがたい ・チーズやシナモンだけでなくトーストのみがあるとより

嬉しい

土日祝(土曜だけでも)オープンしてほしいです！！ 主に土日に利用していて（現在は保育園）表参道は

ランチの場所を探すのも大変で、、子どもも食べられるメニューで離乳食持ち込みもOK、くつろげるカ

フェがあるとすごくありがたいです！！利用する人沢山いると思います。ママも疲れが減るのですごく

有難いです！！

メニューを増やしてほしいです

カフェのおいしいスープやパンやドリンク・お菓子が大好きです。 土日祝の営業をぜひお願いしたいで

す。 すべて営業するのは難しいということでしたら、お誕生日会の日の営業や、土曜のみ、日曜のみな

どでも検討していただけたら嬉しいです。

土日も営業してほしい

さきほども書きましたが、土日に営業してほしいです！とっても好きなカフェなんですが、復職後利用

できないのと、土日はひろばに来ても混んでる外に食べに行かなくてはいけません。土日もやってほし

いです。

スープが売り切れやすく、午後に行くと殆ど購入できないのが残念です。 パンに加えおにぎりを提供し

てくださると非常に助かります。または、大人・子供共に持参した昼食を食べれるスペースがあると大

変助かります。(あいぽーとの様な飲食スペース)

ごはんメニューがあると嬉しいです。

お米が食べられるメニュー（カレー、おにぎり）や簡単なパスタが食べられるとエネルギーを沢山とり

たい時に助かります。いつも美味しいお食事の提供をありがとうございます！！

ご飯メニューがあると嬉しいです。土日も飲み物だけでも提供していただけると嬉しいです。

ルイボスティーなどもあると嬉しいです。

木のスプーンが食べづらいのでステンレススプーン等になると嬉しいです。コロナ次第でしょうか。

本当にいつもありがとうございます。

HPで見たマチプロさんがいらっしゃってコーヒーをいれて下さって感動しました。とても美味しくて娘

とも一緒に食べれるのでありがたいです。現金だけでなくクレジットやICカードも対応して下さってい

て便利です。またコンシェルジュさんも席取りや荷物などお手伝いしていただき助かります。今後も是

非利用させていただきたいです。

他の方々からの要望も多いかと思われますが、土日もオープンしていただけると助かります。（飲み物

のみでもOKです。ペットボトルやパック飲料の提供だけでも・・・）



みなと保健所のバースデー歯科検診や港区全域の地域の保育園幼稚園情報（保育園で遊ぼ、園庭開放な

ど）があると良いです。

どこかよくわからない

あまり利用したことはないのですが、十分なものが揃っているなという印象です。

区内の紙のお知らせが一度に見れて助かるのですが、身長がまだ低く何にでも興味を持ってしまう1歳

児が届くところにあるのが難点です。散らかしてしまって申し訳ないです。

利用の仕方が分かりにくい。区外のママ友などとの集まりとかに利用できるといいかもと思いました。

もっとイベントをやってみてもいいのでは？

多目的室、使ってみたいです。

使用方法の提案が欲しい。

予約不要にするなど、気軽さ

グループを作って登録して予約なのが必要なことであるのはわかってますが手間です。気軽に使えない

のと、大人数のグループを形成するのがなかなかできません。昔使ってましたが、10人以上のグループ

が難しく利用できていません。

子供の月齢別のイベントや、ヨガやダンスなどの身体を動かすイベントがあったら参加したいです。

利用できるのを知りませんでした。

空いてる時間帯は子供のお昼寝スペースとして解放してほしいです。 (静かな場所で寝かせたいため)



やっぱりこの雰囲気が好きなので！

定期的に同じメンバーで会える機会になるとより嬉しいです。

あいぽーと南青山で登録しているがなかなかタイミングがあわず殆ど参加出来ていませんが選択肢とし

てあるだけでも嬉しい。

セミナー等は喜んでオンラインでも利用致しますが、そうでなければ利用しないかもしれません。。

9月から保育園が始まるので機会があれば、あと0歳児でも集中して参加できそうなら。

オンライン親子ヨガとかやってほしいです



スタッフさんは頻繁に話を聞きにきて、的確なアドバイスをくださいます。 またママ同士のお話でも気

持ちが軽くなります。

個別にいつでもスタッフの方に相談させてもらっているので本当に有難いです。どの方も親身になって

くださり、またいいアドバイスも下さいます。そのおかげで明るく子育て出来ています。

もっと親たちに話しかけたり子育てのことについて触れてほしい。

気軽に相談できる場であり助かります。

近い年齢の子供も多いので、最近どう？という会話から沢山話がはずみます。いつも解決するとは限り

ませんが、周りのママたちも頑張っていることを知れるだけでも自分の活力になります。

土日にカフェを営業してほしいです。保育園に行っていると土日しか利用できないため。周辺のカフェ

やレストランは土日混むのでひろばのカフェが利用できると子連れは助かります。

とにかくスタッフの皆さんが親切で、こんなに素晴らしい施設があることに感謝しています！できれば

他の区の方も利用できるようにしていただけたらと思います。



いつもとても丁寧なご対応をしてくださる支援員の皆様に感謝しかありません。母や子の気持ちに寄り

添って頂き、大変嬉しく思っておりまふ。隅々までお掃除をされている姿、それぞれの利用者さんに対

して必要なケアをしていらっしゃる姿に、本当に頭が上がらないです。今後ともどうぞよろしくお願い

致します。

親同士の情報共有コーナーを開設してもらいたいです。「おすすめの遊び場」「おすすめの子連れでい

く飲食店」「おすすめのグッズ」「おすすめの遊びや関わり方」「これで成功！我が家のトイレトレー

ニング」「これで成功！野菜嫌い克服！」「できたよ！ねんねトレーニング」などなど、知りたいこと

は多いです。一度に全部やらなくていいので、定期的にテーマを変えて書いて貼れる、閲覧できる、そ

の後はファイリングされて閲覧できるような仕組みがあると嬉しいです。もしやることになったら「近

隣」はつけないで貰えると嬉しいです。近隣は大体把握されています。 これからも宜しくお願い致しま

す。

家で子どもと2人だと、単純な話し相手がいなくて寂しい気持ちになるが、子育ての悩みがなくとも雑

談できるコーディネーターさんがいるのは心強い

私は今までも楽しく子育てをしていましたが、こちらに来ることでより情報交換ができたりアドバイス

をいただいたりし更に子育てが楽しくなりました。 又、娘も他の年齢(月齢)が異なるお友達と遊ぶこと

で様々なことを吸収しているようで成長を見ていてとても嬉しいです。

パパと子で参加できるイベントを増やしてほしい。 バザーをやってほしい。もしくは掲示板などを利用

してお下がりをあげたりできるようにしてほしい。 保健所はアクセスが悪いので、月齢別のうさちゃん

クラブなどのイベントも多目的室でやってほしい。その後、広場の宣伝や利用者登録もできて利便性が

いい。

離乳食を温めるための電子レンジを、セルフでも使えるようにしていただけると助かります。(カフェの

スタッフさんが対応してくださりますが、忙しそうなときに温めをお願いするのが心苦しいので…)

施設も新しくきれいで何度も利用させていただいております。今後も遊びに来たいと思います。

親子で触れ合えるのでとてもいい場所だと思う。孤立しがちな子育て中の親子が交流できて気持ちが楽

になると思う。

子どもと一緒に行ける場所の近隣マップなどがどこかに貼られているといいなと思います。公園、カ

フェ、ランチ場所、児童館などです。子ども連れで行けるところの視野が広がると思います。私自身は

あいぽーとのことをあっぴい赤坂に貼ってあった近隣マップで知りました。そのおかげで子どもと行け

る場所が増えました。

家で子どもと遊んでいてもなかなかおもちゃもスペースも限られていてうまくコミュニケーションがと

れていませんでした。ひろばを利用するようになり親子とも楽しくリフレッシュして毎日を過ごすこと

ができるようになりました。他の児童館もいくつも利用してきましたが、一番きれいでカフェも併設さ

れていてダントツでお気にいりです。（親子とも）いつもありがとうございます

ひろば内大人の素足NGにしてほしいです。

いつもありがとうございます。 可能だったら日曜の午後もどなたか女性のスタッフさんがいてくれると

嬉しいです。

いつもとても良くして下さり感謝しております。スタッフの方々も優しく息子もふれあいひろばが大好

きです。

いつも大変助かっています。ありがとうございます。

いつも優しく温かく接していただき感謝しております。引き続き利用させていただこうと思います。

写真を使用した工作、毎回楽しみにしています。いつもスタッフさんたちに良くして頂いてありがたい

です。

施設がとてもきれいでスタッフの方々がとても温かくとても助かっています。自宅から少し距離がある

のでなかなか来られませんが今後もちょこちょこ利用させていただきたいです。



子どもが手で押す汽車について足の指をはさむことがあります。足のつめが少しかけることもあるの

で、クッションなどつけてもらえないでしょうか。 ・台所のおもちゃで野菜、果物（ナイフで切れるや

つ）を充実してほしいです。

いつも快くお手伝いして下さりとても助かっています。他の子育てひろばでここまで手厚いところはあ

りません。２人子どもがいると下の子のお世話をしている間に上の子を見ててくださったり本当に助か

ります。これからもよろしくお願いいたします。

スタッフの方々の対応がとても優しくこちらが一番好きな場です。定期的に同じ親子で集まれる機会が

あると他の親子ともより知り合いになれていいなと思います。

いつも清潔に保っていただきありがとうございます。地域の施設はおもちゃが壊れていたり古かったり

というイメージがありましたが安心して遊ばせられます。

使用済のオムツは、しっかり鞄にしまい、外から見えないようにするよう指導頂きたい。使用済のオム

ツを鞄の外側に入れて開けっ放しのママや荷物かごに入れていて外から見える状態になっているママが

いらっしゃる。衛生の観点から指導頂きたい。

可能であればプラレールがあるとより嬉しいです。いつも満足しています。ありがとうございます。子

育て相談はしてみたいですが、タイミングがつかめずでしたので、今後利用させていただければ幸いで

す。

近くに4歳～６歳で遊べる場所がないためもう少し入学前くらいまで使わせていただけるとありがたい

です。

いつもありがとうございます！スタッフさんも優しくてイベントも多く、明るい雰囲気なので、大好き

で利用させていただいてます！土日にカフェをあけるのだけ、是非お願いいたします！土日に沢山きた

いです！

子どもと二人きりだと煮詰まるのでとても助かっています。子どもも家にいるよりずっと楽しそうで

す。家でできないことが沢山経験できて親としても嬉しいです。（水遊びや手押し車など）親子ヨガな

どのプログラムがあれば参加してみたいです。区外のお友達も同伴ならOKにしてほしいです。

いつも優しく対応して下さりありがとうございます。またすぐにでも利用したいです。

低月齢のうちからここのひろばに来させていただいて、スタッフさんも来ている方もみなさんフレンド

リーに話しかけてくださってとても嬉しかったです。 このひろばがあって良かったなと思います。 今

は保育園で平日は来れないのですが、土日はよく来ています！

本当にスタッフの方々が親切で、こどもはもちろん、私も元気をもらえる場所です。 これからもぜひよ

ろしくお願い致します。

こちらのおかげで子育てが一層楽しくなりました。スタッフの方お一人お一人が本当にお優しく、いつ

も親身になってくださるので、本当に有難い限りです。港区の子育て支援が手厚いので、今後も住み続

けたいと思いました。

お世話になります。いつも温かく迎えていただけること本当にありがとうございます。 こちらの広場に

通わせていただくようになってから、子供ももちろんですが、母親の私自身もとても楽しい時間を過ご

させて頂いております。いつも季節に合ったイベントもとても楽しく、また子育ての悩みや日々、溜

まってしまうちょっとしたことに対する愚痴なども、スタッフさんが親身になって聞いてくださり、本

当に何度も何度も精神的にも助けられ、サポートしていただいています。広場に通わせてもらっている

私のママのお友達同士では、「こちらのスタッフの方は、皆、神さまのようだよね！」と話しているく

らいです。 子供と食べられるカフェの存在もとてもありがたく、他のお友達を見てだと思うのですが、

子供がきちんと座って自分でスプーンを持って食べられるようになったり、お片付けができるように

なったりと食育という意味でも、私1人ではできなかったことをやって頂けたと感謝しております。 長

文になりましたが、本当にいつもありがとうございます。そして、子供があと少し保育園に通う前まで

は引き続き通わせていただきますが、どうぞよろしくお願いいたします。



スタッフの顔と名前がわかるようなものがあったらよいと思います。

保護者の名札はメリットがあるのでしょうか。荷物の籠に名札をつけている方もお見かけしました。付

けるとしても、苗字ではなく、名前だけとか、ニックネームとか…選べる選択肢があっても良いのでは

ないかと思いました。 ですが、スタッフの方には丁寧に対応していただけましたので、ありがたく思っ

ています。 ありがとうございました。

いつも本当にお世話になります。 広場で他の保護者の方やスタッフの皆さまと過ごすことで、赤ちゃん

を一人で見守るプレッシャーから解放され、心が軽くなります。スタッフの皆さまのお優しい雰囲気

で、広場全体があたたかい空気に包まれていて、大好きな場所です。 ありがとうございます。

ご多忙のなか、アンケートへのご協力、本当にありがとうございました。 皆様からの貴重な
お声を励みに今後もよりよいひろばの目指して運営をしてまいります。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

以上


