ひだまり通信

第１１号

2004 年６月 25 日子育てひろば「あい・ぽーと」発行
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

★ ７月のプログラム★♪今月は、大人も子どもも楽しめる夕涼みコンサートがありま～す！！
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日時：２６日１４：００～１４：３０

～オリジナルＴシャツを作ろう！～

日時：2２日１３：３０～１５：３０

リズム遊びや体操など身体を動かして
遊びます！対象：あい・ぽーと会員のお子さん

「うきうきタイム」
日時：１２日１４：００～１４：３０
手遊びやエプロンシアターなどを楽しみ
ましょう！対象：あい・ぽーと会員のお子さん

「あかちゃんタイム」

23 日 １４：００～

対象：２００３年 4 月 2 日以降生まれ
赤ちゃんと家庭でもできるふれあい遊びの
紹介や、0 歳児をもつお母さん同士の交流
をします。

日 時：８・１５日１１：００～１１：３０
お子さんと一緒に世界でひとつだけのオリジナ

ながら静物画を描いてみませんか？

ルＴシャツを作りませんか？

持ち物＝鉛筆・消しゴム・水彩色鉛筆

持ち物：子ども用の無地のＴシャツ（新品

日時：１・２・３・５日午前１０：００～１１：００
午後１５：００～１６：００
身長・体重を測定し、毎月のお子さんの
成長の様子を記録に残しませんか？

スケッチブック（Ｂ４サイズ）

でなくて結構です。）

参加費：500 円

申込：6 月 26 日１０：００～受付開始。

＊水彩色鉛筆・スケッチブックは 1600 円で注

対象：2 歳以上 参加費：300 円

文を承ります。（鉛筆･消しゴムは要持参）

♪「コーラスタイム」
日時：６日・２０日１４：００～１４：３０
ピアノに合わせて親子で楽しく唄いましょう。
今月の歌：海・とんでったバナナ・かもめの水兵
さん・Ｊｕｐｉｔｅｒ

「身体測定会わかば」

保護者向けの講座。初めての方も楽しみ

「７月生まれのお誕生会」：３１日 １３：００
みんなでお誕生のお祝いをしましょう。参加希
望の方は、3 日前までにお子さんの顔写真（直
径５ｃｍの円に顔が入る位）をお持ちください。
参加費：300 円

託児は「あおば」をご利用ください。

＊ビーズアクセサリー講座は、7・8 月はお休
みです。9 月から再開します。お楽しみに！

「水あそび」：29 日１０：００～１１：００
対象年齢：０～3 歳未満のお子さん
持ち物：バスタオル・水着か新しいパンツ
＊気温 28 度以上で実施します。雨天や光化
学スモックにより中止になることもあります。
8 月にも毎週木曜日に予定しています！

◆受講者募集！｢食と園芸連続講座」
テーマ：生産から食とくらしを考える

◆ 受講者募集！「７月の子育て講座」
テーマ： 「テレビと子ども」～親子でのつきあい方～

場 所：子育てひろば「あい・ぽーと」
参加費：無 料
申 込：６月２６日（土）10：00～受付開始
託児料：700 円（きょうだいは二人目 400 円）

先ごろ、2 歳前の赤ちゃんにテレビは見せないように！という調査結果
が発表されました。忙しいとき、手が離せないときに便利なテレビ。テレビ
なしの育児なんてかえってストレスが溜まってしまう！と不安に思った人も
多いのでは？赤ちゃんとテレビと育児の関係について、ご一緒に考えてみ

■第一回 7 月 7 日（水）１０：３０～１２：００
「いのちとくらしとたまごの話」：向山茂徳さん
■第二回 7 月 16 日（金）１０：３０～１２：００
「ミルクの話」：磯沼正徳さん
■第三回 7 月 28 日（水）１０：３０～１２：００
「オーガニックをたのしもう」：澤登早苗さん
■第四回 8 月 6 日（金）１０：３０～１２：００
「おいしいはからだにいい」：たなかれいこさん
＊詳しくは、別紙チラシをご参照ください！

ませんか？

○ 日 時：７月２７日（火）１４：００～１５：３０
○ 講

師：大日向 雅美 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 ○受講料：無料
○ 申 込：７月１９日（月）午前１０：００～受付開始。
○ 託児料：７００円（きょうだいは、二人目以降 400 円）
＊託児ご利用の方は、予約の上１３：４５までにおいでください。

おもちゃの病院が「あい・ぽーと」にやってきます！

＊お子様連れでの受講はご遠慮いただいています。当日キャンセル

とき：7 月 9 日（金）１０：００～１６：００（受付は１５：３０まで）

は、託児料の半額のキャンセル料を頂きます。

ＮＰＯ法人「えこひろば」のおもちゃドクター結縁昭彦さん

○講座レポート ライフデザイン・フォーラム
第１回「仕事？地域？―これからの私」
講師：萩原久美子さん（フリージャーナリスト）

が、壊れて動かなくなったおもちゃを子どもたちの目の前で
直してくれます。予約不要。当日、お越しください。
料金：無料（部品の実費代がかかる場合があります。）

子どもの年齢によって求められる支援には違いがあり、子どもが
0-1 歳までは家事や経済的援助、2 歳くらいは地域でのふれあい

○ プログラムの紹介：「親子で造形あそび」

の機会という一定の方向性がみられますが、3 歳になると「親子を

今回は、「親子で造形あそび」を担当して頂いている原田弘美さん

対象にした地域での関係づくり」と「就労支援・労働環境整備」の
二手に分かれるようです。

から、このプログラムで大切にしていることをお話して頂きました。

子どものいる新しい生活を無我夢中で過ごし、子どもが３歳にな

「２・３歳になると運動能力はますます高まり、遊びも変化して

る頃に多くの女性が直面する「もやもやした思い」。萩原さんによ
れば、この時間を「自分が何に興味をもっている人間なのか」を知

いきます。線を描いたり点を描いたりすることも楽しい遊びのひ

るまたとない機会であり、そこから出発することができるのではな

とつで、この頃からよく見られます。心の中に育ちつつあるイメ

いかということでした。
「私は○○が好き」
「私なら○○します」と

ージを次第に表現していこうとする成長のときに、色の美しさや

いうアピールのできる人は年齢にかかわらず就労機会を得ること

形の面白さを、いろいろな角度から体験してほしいとプログラム

もできる。何か始めたいときに必ず障害はつきものですが、出発点

を考えています。」＊皆さんぜひ参加してみてください！！

は「私」
。できることからチャレンジしてみてほしい。
「何かの壁が
あっても、やっぱり、あなたしだい」という言葉が印象的でした。
＊次回は「女性の年金と生き方・働き方」を予定しています。

夕涼みコンサート

子育てひろば「あい・ぽーと」園庭

野外でジャズの生演奏を聴きながら、
ム ー デ イな ひと と きを 過 ごし ま せん
か？飲み物や軽食、お子さんが楽しめ
るコーナーも用意しています。
○ とき 七月二十四日（土）
午後四時半～午後六時まで

○ 場所

一家族
５００円

○ 料金

○ 申込 七月五日 月
( か)らあい・ぽーと受
付でチケット販売します。また、電話で

の予約も同じく七月五日から承ります。

＊ 飲食には実費負担がかかります。

「夕涼み実行委員」大 大
･募集中！

今回の夕涼みコンサートは、利用者の皆さんの声を

聞きながら、今までにない「
おとなも子どももそれぞ

れが楽しめる」コンサートを創りたいと考えています。

そこで、コンサートの準備から運営をお手伝いして頂

けるお父さん お･母さんを大募集しています。ご家族

で参加して、夏の楽しい思い出を作りませんか？

日程 実行委員会 七月十日（
土）

午後四時半～午後五時十五分

（もちろん、お子さん連れのご参加で大丈夫です）

コンサート当日 七月二十四日（
土）

＊ 準備のため、当日は午後三時までにお集まりく

ださい。二十四日午後六時半～七時半まで実行

委員慰労会（
打ち上げ）
を予定しています！

＊ 当日のみ、お手伝いして頂ける方も大歓迎です。

