
２００４年３月２５日子育てひろば「あい・ぽーと」発行 

 

◆アクセス：銀座線外苑前駅 1b 出口より徒歩２分 

◆住 所 〒１０７－００６２   

東京都港区南青山 2-25-1（青山小学校となり） 

●電 話 ０３－５７８６－３２５０  

 

             
 

 

 

 

プログラム 日時 対象 申込 内容 

「ともだち」くらぶ 4 月 19 日（月） 

１５：００～１５：３０ 

会員の親子 不要 子どもの本の店「ともだち」のｽﾀｯﾌが楽し

い読み聞かせや手遊びをしてくれます。 

やさしいデッサン教室 ４月２２日（木） 

１３：３０～１５：３０ 

会員の保護者 必要 

 

はじめての人でも楽しみながら静物

画を描いてみませんか？持ち物につ

いては、予約時にご確認ください。 

子育て講座  

「親離れ・子離れを考える」

講師：大日向雅美 

４月１６日(金) 

１４：００～ 

     １５：３０ 

会員の保護者 

（託児あり） 

定員２０人 

必要 

 

大日向雅美施設長といっしょに、親離

れ・子離れについてグリム童話の「ヘ

ンゼルとグレーテル」を題材にして考

えてみませんか？ 

ビーズアクセサリー講座 ４月１２日･１９日（月） 

１１：００～１２：００ 

会員の保護者 必要 子育て中でも趣味の時間をもってみま

せんか？今回は、リングを作ります。 

わいわいタイム ４月２７日（火） 

１５：３０～１６：００ 

会員の親子 不要 男性保育士・ハギさんと思いっきり

体を動かしてあそびましょう！！ 

♪コーラスタイム ４月６・２０日（火） 

１４：００～１４：３０ 

会員の親子 不要 みんなで思いっきり大きな声を出す

のって、気持ちいいですよ！ 

親子で造形あそび 

「母の日の 

 プレゼント」 

４月８日（木） 

４月１３日（火） 

１１：００又は１４：３０ 

会員の親子 

（２歳児以上） 

必要 親子のふれあいを大切にしながら、

いっしょに造形あそびを楽しみま

す。 

あかちゃんタイム 

（０歳児クラス） 

４月２３日（金） 

１５：００～１５：３０ 

H15 年 4 月 2 日 

以降に生まれた 

    お子さん 

不要 あかちゃんとお家でもできるふれあ

い遊びやお母さん同士の交流をしま

す。 

おやこであそぼ！ 

1 歳児クラス 

４月９日（金） 

１５：００～１５：３０ 

H14 年４月２日～ 

H15 年４月１日 

生まれのお子さん 

不要 年齢に合わせた手遊びやリズム体

操・読み聞かせなどを行います。 

おやこであそぼ！ 

2 歳児クラス 

４月１４日（水） 

１５：００～１５：３０ 

H13 年４月２日～ 

H14 年４月１日 

生まれのお子さん 

不要 年齢に合わせた手遊びやリズム体

操・読み聞かせなどを行います。 

おやこであそぼ！ 

3 歳児クラス 

４月２１日（水） 

１５：００～１５：３０ 

H12 年4 月 2日～ 

H13 年４月 1 日 

生まれのお子さん 

不要 年齢に合わせた手遊びやリズム体

操・読み聞かせなどを行います。 

よみきかせの会 毎週 月曜日 

１５：００～１５：１０ 

会員の親子 不要 「ひだまり」の絵本コーナーで厳選
したお勧めの絵本の読み聞かせを行
ないます。 

４月のお誕生会 ４月２４日（土） 

１３：００～１３：３０ 

誕生月の親子。 

ご家族おそろいで。 

必要 手作りケーキのプレゼント付です。 

写真を事前にお持ちください。 

身体測定会「わかば」 ４月２６～２８日 

１０：００～１６：００ 

会員のお子さん 不要 毎月、記録に残してひとりひとりの

お子さんの成長を見つめます。 

ひだまり通信 第８号 



「信濃毎日新聞 2004 年 2 月 25 日より」 
 （前文略）確かに乳幼児期は大切な時期ですが、その理

由は愛を知り、人に対する信頼感を育てる時期だからで

す。母親は無論ですが、父親やそれ以外の人々から豊かな

愛情を注がれる経験が大切なのです。（中略） 

 問題は母親の就労が子どもに及ぼす影響ですが、諸研究

を見ると単純には結論は出せないという結果になってい

ます。母親が働いていても夫や家族が協力を惜しまず、日

中、子どもが適切な保育環境におかれていれば、子どもの

発達は母親が育児に専念している場合に比べて、むしろ良

好だという結果が得られています。この問題については、

単に女性だけが心を悩ますのではなく、周囲の協力体制、

保育や就労環境の整備等、社会全体で対処に当たる必要性

が示されています。（後文略） 

大日向 雅美 

                           

 

 

 

                                              

《子育て講座レポート 「続・三歳児神話ってほんと？」》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 次回の子育て講座は 4 月 16 日です！詳しくは別紙チラシ 

をご覧ください。 

 

 

「ともだちくらぶ」にあそびにおいで！ ４がつ１９にち（月）午後 3 時～3 時 30 分 

 横浜にある絵本や児童書の専門店「こどもの本のみせ ともだち」の   

スタッフのみなさんが読み聞かせをしてくれます。手遊びや紙芝居もあ 

ります。だれかに絵本を読んでもらうのって、子どもだけでなく大人に 

とっても心地よくて癒されますよ。ぜひ、あそびにきてください！ 

 

○新年度会員登録・継続手続きについてのお知らせ 
  

4 月以降、ひき続き「あい・ぽーと」の利用継続を希望される場合には、
会員手続きの更新をお願いいたします。 
 
＜手続き内容＞ 

①これまでの会員登録内容のご確認 
②年会費（平成 17年 3月末までの分）、一家族 500 円のお支払い 

あらたにカードを作成いたします。 
年会費には会員管理手数料、保険料、毎月の案内送付料などが含まれてい
ます。 

 
 

受講者アンケートより 
○ ５月に仕事復帰します。周りの人の「かわいそう」と

いうような雑音が気になっていましたが、この講座で

の科学的データや先生のお話で自分の気持ちに

自信がもてました。背中を押して欲しかったんで

す。１００％仕事、１００％育児・・・完璧は無理でも自

分なりの合格点を目指したいと思います。 
○ 今回、先生から「色々な方の手を借りて、がん

じがらめにならずに子育てしてほしい」と言わ

れ、全くその通りだと痛感しています。３年前、

初めての子育てを肩に力が入ったガチガチの状

態で私ひとりで育ててきて、気がつけば出口の

見えない迷路に入り込んでしまいました。今、

やっとその迷路から抜け出して見えてきたもの

は、「子どもは親だけの力で育ってゆくものでは

ない」という当たり前でも肩に力の入った時に

は気づけないことでした。これからは、子ども

の育つ力を信じて一緒に歩いていけそうです。 

「三歳児神話」についての講座は、２回目でしたが今回もたくさんのお申し込みをいただきました。この講

座に毎回これほど多くのかたが受講希望されているのは、現代でも多くのお母さんたちが三歳児神話にとらわ

れ、自分の子育ての仕方が子どもの将来を左右するのではと不安を抱えているためではないかと感じています。 

受講者のみなさんは、真剣に話しに聞き入り、最後の質問タイムでも積極的に質問をしていました。講座終

了後には、「三歳児神話」の本来の意味とそれがうまれてきた時代的背景を正しく知ったことにより、「母親ひ

とりが育児の責任をになう」考え方から解放され、明るい気持ちになれたようです。 

今回参加できなかったかたのために、大日向施設長が執筆した三歳児神話についての記事を抜粋します。 

ママのための 

やさしいデッサン教室 

はじまりま～す！！ 

絵本と 

友達になろう 



子育て講座「親離れ・子離れを考える」      

～グリム童話・ヘンゼルとグレーテルから～ 

親離れ･子離れというのは、いくつになっても難しい・・・永遠のテーマかもしれませんね。 

今回は、グリム童話の「ヘンゼルとグレーテル」を題材にしてこのテーマについて考えてみたいとおもいます。 

○日 時：４月１６日（金）１４：００～１５：３０（１３：４５から受付開始） 

○講 師：大日向 雅美（あい・ぽーと施設長、恵泉女学園大学教授） 

○対 象：あい・ぽーと会員の保護者（お父さん・おじいちゃん・おばあちゃんも是非どうぞ！） 

○受講料：無 料                

○保育料：お子さんひとりにつき７００円（兄弟の場合、二人目以降４００円） 

＊ 当日キャンセルの場合は、保育料の半額のキャンセル料をいただきます。 

○保育定員：２０人 

○申込期間：４月５日（月）～４月１０日（土）の午前９時～午後５時の間。 

＊学習講座につき、お子さん連れの受講はご遠慮いただいております。 

＊保育がある方は、必ず１３：４５までにお越しください。 

 大日向施設長による子育て講座は、毎回大好評で、ひだまり通信の発送と同時にたくさんのお申込をいた

だいております。今回から、公平を期するために、お申込の期間を 4 月 5 日～１０日（午前９時から午後５

時まで）とさせていただきます。 

 また、託児ご希望の方がたいへん多く、定員を超えるとやむをえずお断りさせていただいておりますが、

当日ご連絡なくキャンセルする方がいらっしゃり、残念に思っております。多くの方に参加していただける

ように、万一キャンセルされる場合は、必ずご連絡をお願いいたします。 

                                                    

  

保護者むけの講座です。はじめての人でも楽しみながら静物画を描いてみませんか？ 

○日 時：４月２２日（木） 

○対 象：あい・ぽーと会員の保護者 

○受講料：５００円 

○持ち物：スケッチブック（Ｂ4サイズ）・えんぴつ・けしごむ・水彩色鉛筆 

☆お持ちでない方は、「あい・ぽーと」でご注文することもできます。 

○申 込：４月１９日（月）までにお申込ください。 

○託 児：ご希望の方は、一時保育「あおば」までお問い合わせください。 

        

  

子どもの本の店「ともだち」のスタッフが楽しい読み聞かせや手遊びをしてくれます。 

○ 日 時：４月１９日（月）１５：００～１５：３０ 

○ 対 象：あい・ぽーと会員の親子 

○ 申込は必要ありません。お気軽にあそびにきてください！ 

 

お問い合わせ：子育てひろば「あい・ぽーと」 電話03-5786-3250 

〒107-0062   東京都港区南青山 2-25-1 

絵 本 

だいすき！ 


