ひだまり通信

２７号

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
U R L : http://www.ai-port.jp （最新号があります）

☆１１月のプログラム☆
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「うきうきタイム」
日時：１４日(月)１４：００～１４：３０
対象：あい・ぽーと会員の親子
手遊びやエプロンシアターなどを楽しみまし
ょう！

「おはようタイム」
日時：９日（水）１１：３０～１１：４０
対象：あい・ぽーと会員の親子
親子で一緒に季節の歌を歌ったり、手遊びや
体操などをします。

「わいわいタイム」
日時：３０日（水）１４：００～１４：３０
対象：あい・ぽーと会員の親子
リズム遊びや体操など身体を動かして遊び
ます！

「あかちゃんタイム」
日時：９日（水）１４：００～１５：００
対象：０歳児の会員の保護者
赤ちゃんと家庭でもできるふれあい遊びの紹
介や０歳児の保護者同士の交流をします。

「親子で造形あそび」
日時：８日（火）１３：３０～１４：００
対象：2 歳児以上 定員：6 組
申込：事前にお電話か来館の際にお申込み
ください。
参加費：港区の方 300 円・他区の方 500 円

「すくすく成長記録の会 わかば」
日時：１・２・４・７日１０：００～１１：００
１４：００～１５：００
対象：あい・ぽーと会員の親子
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？

「子育てなんでも相談日」
日時：１１日（金）１０：００～１６：００
ちょっと話をきいてもらいたいことや相談し
たいことがあれば、気軽にお声をかけてくだ
さいね！予約は不要です。
（子育て相談員・石井知子）

♪「コーラスタイム」
日時：１日・２２日（火）１４：００～１４：３０
対象：あい・ぽーと会員の親子
ピアノに合わせて親子で楽しく唄いましょう！

「１１月生まれのお誕生会」
日時：１９日（土）１３：００～１３：３０
申込しめきり:１１月１６日（水）までにお申込
みください。お子さんの顔写真を入れた直
径５ｃｍほどのキーホルダーをご用意しま
す。写真は、切らずに１１月１６日（必着）ま
でにお持ちください。
参加費：港区の方 300 円・他区の方 500 円

♪「Ｍｙ Ｍｕｓｉｃ Ｔｉｍｅ」
日時：１日・２２日(火)１４：３０～１６：００
対象：あい・ぽーと会員の保護者
少しの時間、ピアノを弾いてみませんか？プ
ロの音楽家が優しく教えてくれます。お気軽
にご参加ください。
参加費：無料
「よみきかせタイム」
日時：１０日（木）１３：００～１３：３０
子育て・家族支援者の皆さんによる絵本の読
み聞かせです。

「マミー＆ミー」
～あかちゃん連れで楽しむ英会話～
日時：７日（月）１３：００～１４：００
対象：０歳児の会員の親子 定員：１０組
あい・ぽーと会員のママがお母さん向けに英
語を教えてくれます。外国人のママやパパも
多い港区。英語でコミュニケーションできた
ら、友達の輪がもっと広がるかも？！
参加費：港区の方 300 円・他区の方 500 円
「やさしいデッサン教室」
日時：１０日（木）１３：３０～１５：３０
申込期間：１日（火）～８日（火）まで
保護者向けの講座。初めての方も楽しみな
がら静物画を描いてみませんか？
持ち物＝鉛筆・消しゴム・水彩色鉛筆
スケッチブック（Ｂ４サイズ）
参加費：港区の方 500 円・他区の方 800 円
「ビーズアクセサリー講座」
日時：１５日･１７日１１：００～１２：３０
＊

今回は製作時間が１時間３０分かかります。
時間通り開始できるようにお集まりください。
＊ ブローチを作ります。
申込期間：４日（金）１０：００～１４日（月）まで

保護者向けの講座です。定員：５名
事前に必ずご本人がお申込みください。
＊１．５時間で終わらない方もいらっしゃいま
す。託児の時間は各自ご検討ください。
参加費：港区の方 500 円・他区の方 800 円
「おもちゃの病院」
日時：２６日（土）１０：００～１６：００
壊れたおもちゃをお持ちください。予約不要。
事前にお預かりも可能です。

Ai-Port International Mom & Pop’s League

Would you like to get together with other English speaking parents
to share your thoughts and concerns about raising kids in Tokyo?
Do you want to make new friends and be a part of a supportive
community? Then Ai-port is the place to be! There are meetings
starting this month for English speaking parents to get together to
share information, show support for each other, or to just simply gab
and let off steam.

Time: November 24th, 2 PM.
Requirements:
You must be an English speaking parent
を
living in the Tokyo area.

＊「パパのためのシルバーアクセサリー 連続講座」
１１月１２・２６日１２月１０日（土） に行います。詳細は別紙チラシにて。
受講者募集「季節の手作りカード講座」
保護者向けの講座。画用紙を切ったり貼ったりして、手づくりの温もりのある
カードが出来上がります 11 月はクリスマスのカードを予定しています。

日時：１１月２１日（月）１０：３０～１１：３０ 申込期間：４日（金）～１６日（水）
対象：あい・ぽーと会員の保護者
定員：先着５名
持ち物：カッター・ピンセット（あれば） 参加費：港区 300 円・他区 500 円
＊託児が必要な方は「あおば」に別途お申込ください。

◆ 受講者募集！「１１月の子育て講座」

テーマ：
「働きながらの子育て 入門編」
育休明けに復帰する方、「働いてみようかな・・・でも」と迷っ
ている方、不安や悩みはなんですか？育児との両立・・・子ど
もへのうしろめたさ・・・？自ら「働く母」の大日向施設長が、あ
なたの不安にお答えします。現在働いている方もぜひどうぞ。

日 時：１１月８日（火）１４：００～１５：３０
講 師：大日向 雅美 施設長（恵泉女学園大学・大学院教授）
対 象：あい・ぽーと会員の保護者 受講料：無料
申 込：１１月２日（水）１０：００～電話受付開始
託児料：港区の方 700 円（二人目以降 400 円）
他区の方 1000 円（二人目以降 600 円）
＊託児ご利用の方は１３：４５までにおいでください。
＊託児の際、昼食は済ませてきていただきますようお願いします。
＊託児の際のお子さんの持ち物：飲み物・おやつ・着替え
・タオル・オムツ・おしり拭き・ビニール袋２枚・靴
＊お子様連れでの受講はご遠慮いただいています。当日のキャンセ
ルは、恐れ入りますが託児料の半額のキャンセル料を頂きます。

◆受講者募集！「産後のセルフケア＆ボールエクササイズ」
産後に肩こり・腰痛など身体の不調を感じる方は多いもの。産後のカラダとココロ
にむきあい、自分自身でケアする方法を学びましょう。バランスボールを使った有酸
素運動でリフレッシュしながら、カラダへの気づきを高めます！

日 時：１１月２２日（火）①１０：３０～１１：３０ ②１１：４０～１２：４０
対 象：あい・ぽーと会員のお母さん （１歳児以上のお子さんをお持ちの方も可）
＊生後８ヶ月以上のお子さんは託児をご利用ください。８ヶ月未満児は入室可。
１０月２７日（木）１０：００～受付開始。参加費：港区５００円・他区８００円

レポート「子育てサロン」アドバイザー：牧浦 綾さん
心理カウンセラーの牧浦綾さんをお招きし、座談会形式で「子育てサロン」を開設
しました。当日は雨の降る中、６組の親子が集い、ゆったりとした雰囲気の中、参加
者の皆さんひとりひとりのお悩みについてアドバイスを頂きました。
お悩み）いくら「ダメ」と言っても聞いてくれない…。（１才１０ヶ月）
A．「２才は二者選択の時期」と覚えて。自分の意思がでてくる時期なので親の思う
ままにはならなくなってきます。
「これとこれ、どっちにする？」と選択肢を示すと、
自分で選んだことに満足して素直にきいてくれますよ。

～施設長からのメッセージ～
10 月の第３日曜は「孫の日」だったそうです。母の
日・父の日・子どもの日があるのですから、祖父母と
孫の関係を考える日があってもいいですね。でも、デ
パートなどがリッチな祖父母世代を対象に孫にプレ
ゼントを買う日にしようと乗り出すなど、商戦に利用
される傾向があるのは、いかがなものでしょうか？
私は子どもの頃、大のおばあちゃん子でした。目に
入れても痛くないほど可愛がってもらった日々が今
でも懐かしく想い出されますが、その祖母からもらっ
た最大の贈り物は「年を取る喜び」を教えてもらった
ことです。
「もっともっと長生きしたい。何をいただ
いても美味しいし、孫（私のことです！）は可愛いし、
お嫁さんも優しくしてくれるから」というのが祖母の
口癖でした。８６歳で他界するまで、ゆったりと生き
る喜びを全身で示してくれた祖母の姿を思い出す度
に、心が温まります。
孫の日は、商戦に利用されることなく、むしろ、祖
父母の豊かな人生経験を孫に伝えることを考える日
になれば、と願っています。
施設長 大日向雅美

お悩み）抱っこやおっぱいの要求が強く、眠りも浅いのですが…。（９ヶ月）
A.まずは、生活リズムを見直してみて。朝起きたら明るくし、寝る場所と起きて活動
する場所をはっきり分ける。心も身体もスッキリした目覚めが大切。午前中は公園や
ひろばなどに遊びにいく。外で十分に遊ぶと午睡もできる（寝ている間はママも休息
をとる）そして夕方もう一度外にでて赤ちゃんと向き合う時間をとる。この≪夕方も
う一度≫がポイント！外の世界は赤ちゃんにとって良い刺激がいっぱい。そうすると
眠る・飲む（食べる）のリズムも整ってきますよ。

☆次回の子育てサロンは 11 月 15 日（火）１４：００～１５：００ です。
お子さんと一緒にご参加いただけます。お気軽にお越し下さいね！
参加希望の方はお電話か来館の際にお申込ください。 定員１０組 無料です
子育て講座レポート「しつけと虐待ってどう違うの？」
【受講者アンケートより】
○ 虐待の連鎖の話など伺い、深い内容の講座でした。私自身、毎日の子育て
の中で「虐待」なのか悩んでいたことがありましたが、「不必要に苦しむことは
ない」と言われて安心することができました。しつけ・自立に向けて一本筋の
通った叱り方や育て方をしていきたいと思います。
○ 日頃、私は子どもに手をあげてしまうことが時折ありますが、手をあげた後、
アザにならないかな？大丈夫だったかな？と思っているので虐待ではないと
思っていました。しかし、しつけと思っていることがいつ快感に変わるかは自
分自身わかりません。これからは、大丈夫と思わずに手をあげてしまいそうな
時、一瞬子どもから距離を置くことにしてみようと思いました。

フつれづれ日記～
～スタッ

○８６年２月 、無事２年間の通信
教 育 課 程 を修 了し、幼 稚 園 一種
免許を取得。郷里、宮崎での仕事
を求めるも・・
・（
つづく）
（萩原）
○お座りがやっとできるようにな
った赤ちゃんに「げんこつ山のたぬ
きさん」
を唄うと体を左右に揺ら
し、リズムをとってくれました。そ
の姿が可愛くて何度も唄ってしま
いました。（櫻井）
○２２日（土）
雨が時折降る中、キ
ッズ交流ガーデンの作業を行い、ほ
うれん草やカブの種を親子で蒔き
ま した。畑 も す っかり 晩 秋 と な
り、冬を迎える準備です。陽(子 )
○ 「♪運動 会やお祭 りや 嬉しい
ことがあるけれど なんだか少し
甘えたい 秋が来ました♪」
と娘が
口 ずさ んでいます 。気持 ちの良 い
季節、子どもとたくさん遊びたい
ですね。（
池田）
○暑い夏が思い出せないほど爽や
かな涼しい日 が続き、砂場のキウ
ィが熟す るのが楽しみ。子どもた
ちのめざましい成長に喜びつつ、今
年もこのペースで年末ですね。（
林）
○ 映 画 「空 中 庭 園 」を見 ました。
「家族」
について考えさせられる作
品。自分の「思い込み」で幸せに気
付 かないこともあるんですね。原
作が「
こもれび」
にあります（
千秋）

あい・
ぽーとパートナー
つれづれ日記

○ 新 人の仲 です 。今 、５歳 と３歳
の我が子と「人生ゲーム」がブーム
です。子どもとの生活も楽しむと
ともに〔私〕の人生も大切にしたい
です。どうぞよろしく
お願いします。（
仲）

