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親子で音遊び☆リピータークラス

弾き語り読み聞かせこもれび

A. 10:15～11:00
B. 11:15～12:00
トーンチャイム 13:00～13:30
読み聞かせこもれび 13:45～14:15
コーラスタイム 14:30～15:00
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13:45～14:15

憲法記念日
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わかば（牧浦）

Famiy Cooking☆
リトミック☆ A. 10:10～10:50 読み聞かせこもれび
10:00～15:00
B. 11:00～11:40
13:45～14:15
11:30～13:00
エアロビ＆アロマストレッチ☆
C. 11:50～12:30
10:30～11:30 読み聞かせこもれび 13:45～14:15
読み聞かせこもれび
親子ダンス☆ A. 14:50～15:30
B. 15:40～16:20
13:45～14:15
ママバレエ☆ 14:00～15:00

みどりの日

こどもの日
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振替休日
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ウ ェ ル カ ム ウ ィ ー ク
ふれあい体操☆

母の日

おもちゃの病院

kids2 10:15～11:00
kids1 11:15～12:00 Babyヨガ☆
A.
baby 12:15～13:00
B.
赤ちゃんタイム
13:30～14:30
C.

宮下料理クラス☆

読み聞かせこもれび

10：00～15：00
おやこdeえいご☆

10:10～11:00
11:10～12:00
12:10～13:00
アロマヨガ☆ 14:00～15:00

親子で音遊び☆リピータークラス

弾き語り読み聞かせこもれび

13:45～14:15
C. 10:15～11:00
15:00～15:30 わかば（成田）
15:45～16:15
12:00～15:00
トーンチャイム 13:00～13:30
読み聞かせこもれび 13:45～14:15
コーラスタイム 14:30～15:00

13:45～14:15

14：00～14：45
フリアンディーズパティシエクラス☆

13:00～15:00

キッズ交流ガーデン☆
(じゃがいも) 13:30～15:00

20

21
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宮下料理クラス☆

みかちゃんタイム 13:30～13:50 エアロビ＆アロマストレッチ☆ リトミック☆ A.
14:00～16:00 親子＆キッズバレエ☆
10:30～11:30
B.
親子A. 14:00～14:40 読み聞かせこもれび
C.
親子B. 14:50～15:30
13:45～14:15 親子で造形あそび☆
キッズリピーター. 15:40～16:20 ママバレエ☆ 14:00～15:00

トーンチャイム
読み聞かせこもれび

親子ダンス☆

A.

B.
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ふれあい体操☆

(さといも) 10:30～12:00

スプリングコンサート☆

14:00～16:00
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キッズ交流ガーデン☆

28

29

10:10～10:50 読み聞かせこもれび
11:00～11:40
13:45～14:15
11:50～12:30
11:30～12:00
13:30～14:00
15:00～15:30
13:00～13:30
13:45～14:15
14:50～15:30
15:40～16:20
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Babyヨガ☆

親子で音遊び☆ﾋﾞｷﾞﾅｰズクラス 読み聞かせこもれび
読み聞かせこもれび
kids2 10:15～11:00
A. 10:10～11:00
A. 10:00～10:45
13:45～14:15
13:45～14:15
kids1 11:15～12:00
B. 11:10～12:00
B. 11:00～11:45
C. 12:10～13:00
C. 12:00～12:45
baby 12:15～13:00
14:00～14:15 わかば（竹内）
大型絵本
12:00～15:00
お誕生会☆ 14:15～15:00
アロマヨガ☆ 14:00～15:00 読み聞かせこもれび
13:45～14:15
おやこdeえいご☆ 15:00～15:30
15:45～16:15

＜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。
＊お誕生日会 ＊ハーフバースデーも歓迎！
記念写真を撮ったり、お子さんの手形を取ったりして
成長の記録をメモリアルカードにしてお渡しします！
参加費：港区300円/区外500円
※お子様の顔写真を入れたキーホルダーをご希望の方は
別途お申込みください。
直径5cmの円にお顔が納まる写真を切らずに
20日(木)までにご提出ください。(郵送可)
キーホルダー代：300円

＊親子で造形遊び*
対象:2歳以上親子
※お子さんもお母さん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

講座の詳細は、
館内ちらし・HPをご覧ください。

＊＊講座ｷｬﾝｾﾙ料のお知らせ＊＊
以下の講座につきまして、開催準備等の
都合により、ｷｬﾝｾﾙ料規程を設けさせて
頂きます。予めご了承下さい。
ｷｬﾝｾﾙ料発生：
受講日の一週間前9時～前日17時
→受講料の１割
前日17時～当日 →全額
【対象講座】親子で造形あそび

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

24
フリアンディーズパティシエクラス☆

13:00～15:00

31
フリアンディーズパティシエクラス☆

13:00～15:00

＜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！
＊みかちゃんタイム 伊藤美佳さん（東洋大学専任講師）による読み聞かせ等
＊赤ちゃんタイム アドバイサー：羽室俊子さん（保健師）
テーマ「おへそのごま」
（0歳児の親子向け）
＊わかば 牧浦さん：臨床心理士
成田さん：日赤医療センター付属乳児院の看護師・子育て家族支援者
竹内さん：看護師・子育て家族支援者
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？
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♪

＊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。
＊連続講座の保育のキャンセ
ルに関しましては、講座募集チ
ラシに掲載しておりますキャン
セル規定の通りです。
＊単発講座の保育のキャンセ
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。

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・エアロビ＆アロマストレッチ・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。

講座予約に関するお願い
「造形」の予約申込み〆切は、原則として講座開催の１週間前とさせて頂きま
す。
最少開催人数は４名となります。
連続講座は、最少開催人数が６名です。開催出来ない場合は、ご連絡させて頂
きます。予めご了承下さい。

☆お料理講座情報☆
＊フリアンディーズパティシエクラス＊(6 月コース)
抽選受付 4/24（木）
・4/25（金）
結果公表 4/26(土)

＊宮下料理クラス＊(6 月コース)
抽選受付
結果公表

♪スプリングコンサート♪

～ホームぺ―ジを
リニューアルしました～

生演奏によるコンサートと音楽絵本を、
ぜひごお楽しみください！

日 時:５/17(土) １４：００～１４：４５(開場１３：45)
場 所:あい・ぽーと 2 階多目的ホール
料 金:区内 ３００円 区外 ５００円
対 象:あい・ぽーと会員
申込み：４/１4(月) １０時～窓口販売開始
５/7(水) １０時～電話受付開始
詳細はチラシでご参照ください。

5/9（金）
・10（土）
5/12(月)

♪♪

＊Famiy Cooking＊(6 月コース)
抽選受付 5/8（木）
・9（金）
結果公表 5/10(土)

新年度が始まり、あい・ぽーとのウェブサ
イトも新しくなりました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

☆連続講座情報☆
抽選結果はあい・ぽーとホームページにて
お知らせさせていただくことになりました。
「トップページ(http://www.ai-port. jp/index'.html)」 →
「今月のプログラム」 → 「講座抽選結果」
*お電話での連絡をご希望の方は、お申込み時にお伝えください。

☆ウェルカムウィーク☆
5 月 12 日（月）
～5 月 17 日（土）

12 日（月）～16 日（金）

会員以外の方にも,

14：00～15：00 は、

あい・ぽーとのプログラムを

まちプロタイムがあるよ！

体験していただける

内容は、毎日変わるよ！
お楽しみに♪

スペシャルウィークです☆

＊ママバレエ＊
抽選受付／4/23（水）
・24(木)

結果公表／4/25(金)

ぜひお友達とお誘い合せのうえ、

＊エアロビ＊

遊びにいらして下さい！！

抽選受付／4/30（水）
・5/1(木)

＊親子ふれあい体操＊
抽選受付／4/21（月）
・22(火)

結果公表／4/23(水)

＊親子リトミック＊
抽選受付／5/13（火）
・14(水)

詳細はチラシをご参照ください

結果公表／5/2(金)

結果公表／5/15(木)

～縁の方～
もう２年以上も前のことになります。ある日私どもの店（暗闇坂宮下青山）のものに、あい・ぽーとの
大日向先生がお声掛けくださいました。
「子育てひろばにお越しになるママたちに和食、料理をお教えくだ
さいませんか」と。店のスタッフは少し戸惑いながら、こんなお話を戴いたのですがどうしましょう、と

＊アロマヨガ＊
抽選受付／5/19（月）
・20(火)

結果公表／5/21(水)

＊親子＆キッズバレエ＊
抽選受付／5/12（月）
・13(火)

私のところにまいりました。店のものは日々忙しくなかなかそのようなことをお引き受けする余裕もない
というところが本音の様でした。常々料理教室のようなものに取り組みたいとの思いを抱いておりました

結果公表／5/14(水)

＊Baｂｙヨガ＊

ので、私がお引き受けします、と申し上げたところから現在のあい・ぽーと料理教室が始まりました。
思えば不思議なご縁です。以来２年月に３回程度教室を催行させていただいております。何をお伝えす

抽選受付／5/7（水）
・8(木) 結果公表／5/9(金)

ることができるだろう、どのように取り組めば皆さんのお役にたてるだろう、様々なことを考えながら今
日に至ってます。日頃子育てや家の事、お仕事など本当に忙しくされている皆さんに、少しでもいい時間
を過ごしていただき何かを得ていってくだされる事が希です。そして実は皆さんと過ごす時間が私自身に

詳細はチラシをご参照下さい。
抽選受付期間終了後、定員に満たない場合は、

とっても大切な時間になってきています。縁（えにし）を大切にしてまいりたいと思います。

先着順でお受けします。
このことをきっかけに新しい何かが生まれることを期待して。
料亭宮下クラス・Family Cooking 講師

宮下大輔

【 施設長からのメッセージ 】
先月、男性ベビーシッターに預けられた 2 歳の男の子が死体で発見されるという事件が発生しました。インターネットのベビーシッター紹介サ
イトを利用した母親に対して、事前にまったく面識もない人にわが子を二日間預けたことを批判する声も少なくありませんでした。しかし、そこ
までせざるを得ないほど子育てに追い詰められる事情があったのではないでしょうか。身近に手助けをしてくれる人もなく、子育てに孤軍奮闘し
ている母親は、この事件の母親だけではありません。もっと地域をあげて子育て支援を充実させなくてはいけないと改めて思わされた事件でした。
あい・ぽーとでは、「子育て家族支援者」の方々が、ひろばコンシェルジュとして、また理由を問わずお預かりする館内の一時保育（あおば）や
ご家庭等に出向いての保育に、大活躍して下さっています。この取組は港区とあい・ぽーとの緊密な連携のもとに進めています。親と地域の人、
そして行政が一体となって、子どもの健やかな成長を見守り楽しめるために、地域に新たな相互扶助の仕組みを創ろうしているあい・ぽーとです。
不十分な点も、まだ多々あるかと思いますが、こうした取り組みに希望をもって、子育てに励んでいただきたいと願っています。大日向雅美

～スタッフつれづれ日記～

今月のテーマは「
“おすすめのうた”」

＊娘が口ずさんでいる合唱ソングがお気に入りです。これまで無知でしたが、感動的な曲が多くてビックリしてます。今のブームは、今年の N コン課題曲「勇気」。 池田
＊Mr.Children の「終わりなき旅」と「GIFT」です。メロディー・歌詞共に、勇気がわいてくる曲で、新たな一歩を踏みしたい時、車の中運転しながらでよく聞いています。古閑
＊「あい・ぽーとソング」です。帰りの時間に流れているのがこの音楽です。歌詞も素敵で、家で大声で歌っているので、息子まで覚えて保育園で流行ってしまったそうです。小貫
＊AKB48 の「恋するフォーチュンクッキー」です。子どもから大人まで踊って楽しめる曲なのでオススメです！私は、友人の２次会で余興としてみんなで踊りました！！松野下
＊私だけではないと思うのですが…《東方神起》《JYJ》のうたがおすすめです！最近は聞いていないのですが、流行に疎い私も韓流ブームに乗り韓国にも遊びに行きました！早坂
＊いま巷で話題になっている「LET IT GO」です。映画はまだ観ていないのですが、この歌を聴くたびにワクワクしてきます！はやく大迫力の映画館で聴いてみたいです♪高橋
＊♪キャベツの中から♪春にぴったりの「手遊び歌」です。大きな手からも、小さな手もからも次々飛び出す青虫！読み聞かせの時間の人気曲です。ご一緒に歌いませんか？齋藤
✿あい・ぽーとスタッフ（あおば主任）石田さちが3月末をもちまして退職致しました。長い間お世話になりました。ありがとうございました✿

