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-エクササイズや音楽を通して、
親子で Enjoy! Relax♪講師：アンジー・ボウ 先生 (アメリカ出身)
キッズ英会話＆ヨガインストラクターの資格を持つ
キッズヨガ「Little Namaste」講師

内

容：ベビーマッサージや音楽、親子での触れ
合い遊びを通して英語でヨガを楽しみます。
日 程：９/１３(木)
対 象：下記の月齢の子どもと親子(あい・ぽーと会員)
A グループ 10:20-11:00
満１ヶ月～９ヶ月の子どもとその親
B グループ 11:20-12:00
満１０ヶ月～１歳６ヶ月の子どもとその親
C グループ 13:20-14:00
満１歳７ヶ月～２歳の子どもとその親
D グループ 14:20-15:00
満２歳１ヶ月～３歳の子どもとその親
定 員：各グループごとに１０名(*抽選で決定)
(インストラクターの希望により、内２名は国際交流プロ
グラムとしての意味から日本語を母国語としない方を
優先させていただきます。)

参加費：区内￥１,０００ 区外￥１,２００持ち物：ヨガマット(または絨毯の上に敷くバスタオル)
(*動きやすい服装でいらしてください。)

申込み：お申込みいただいた方の中から抽選にな
ります。９/３(月)までにお申込みください。
抽選の結果はいずれの場合も９/５(水)に
ご連絡いたします。
(*詳細はチラシをご覧ください。)

【ひだまり通信】発行通知をメールで行っています。メ
ール通知をご希望の方は、件名に”【ひだまり通信】お
知らせ配信希望”とご記入のうえ、改めて
info@ai-port.net までメールにてお届け下さい。
(【ひだまり通信】そのものはお送りしません。)

ふれあいフェスタ 2007
２００３年９月１６日から始まった「あい・ぽーと」も開設
４周年を迎えます。今回は「問い直そう、子育て！見守
ろう子育ち！」をテーマにフェスタを開催します。

「問い直そう”早期教育”と”脳科学”」
【基調講演】
１３：００～１３：４５
東京女子医科大学教授:小西 行郎 先生
１３：４５～１４：１５
小西先生＆大日向施設長のトークショー
【交流会】
１４：３０～１５：３０
小西先生＆大日向施設長を囲んで、会場の親
子、子育て・家族支援者、あい・ぽーとスタッフで
の意見交流会
日 時：９/１５(土)

イベントタイム→１３：００～１５：３０(入場無料)

対 象：乳幼児を持つ親子と地域の皆さん
場 所：子育てひろば「あい・ぽーと」館内・外庭
参加費：無料
定 員：先着５０名（*お子さんの見守りは先着２０名）
申込み：受付窓口もしくは電話にて受付
*イベント開催に伴い、一時保育「あおば」はお休みさせ
ていただきます。皆さまにご迷惑をお掛けしますが、ご
理解のほどをよろしくお願いします。

☆ 今月の「こもれび」新刊紹介 ☆
『ハッピー子育て川柳』（金の星社） 和光堂/編
『２１世紀ブックス 18 歴史からみる日本の子育て
-子育てと子育て支援のこれからを考えるために-』（フレーベル館）
大妻女子大学 柴崎 正行・影栄保育福祉専門学校 安齋 智子/著

『ジェンダー家族を超えて-近現代の生/性の政治とフェミニズム-』
（新曜社） 牟田 和恵/著
『ガーダ-女たちのパレスチナ-』

（岩波書店） 古井 みずえ/著
(*入庫順)

☆ 新着情報 ☆
・ 一時保育「あおば」より
・ 事務所よりお願い
・ 有機園芸ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座 中級

～ 一時保育保育「あおば」より ～
【お休みについて】
９/１５(土)はふれあいフェスタ開催に伴い、一時
保育「あおば」はお休みとさせていただきます。皆
さまには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の
ほどをよろしくお願いいたします。
【お願い】
夏は日差しがとても強いです。お外遊び用の帽子、
汗をかいた時や水遊び用の着替え、水分など多めにお
持ちください。
またお預けやお迎えの際に遅れることがある場合は
必ず事前にご連絡を頂けるようご協力ください。
(*お持ち物にはできる限りご記名下さい。)

～ 事務所よりお願い ～
一時保育や各講座・プログラムのご予約やお問
い合わせなどの電話連絡は緊急の場合をのぞき
事務所業務時間内にお願いいたします。
【事務所業務時間】
平日 月～土 ９：００～１７：００
日曜 ・ 祝日 終日お休みです。

～ 有機園芸ｻﾎﾟｰﾀｰ 中級 ～
誰でも手軽に始められる有機野菜栽培につい
て、基本的な技術、子どもに教えるコツなどを学び
ます。
全８回の連続プログラムになっていますが、各回
１回のみの参加も受け付けております。講座内容
や日程などの詳細については別紙チラシをご覧く
ださい。(*初級を受けていない方も参加できます。)
グリーンサポーター募集
土に触れてみませんか？ 毎月２回、作業の日と学習の
日として活動しています。活動日は【ひだまり通信】でご
確認ください。事前予約は不要です。 (詳細は別紙チラシ参照)

親子プログラム
◇英語・De・親子ヨガ

（＊予約制）

エクササイズを通して、親子で Enjoy!Relax◇

内 容：ベビーマッサージや音楽、親子での触れ合い遊
びを通して、英語でヨガを楽しみます。
日 程：１３(月)
対 象：あい・ぽーと会員で下記の月齢の子どもと親
A グループ→１０：２０～１１：００
満１ヶ月～９ヶ月の子どもと親
B グループ→１１：２０～１２：００
満１０ヶ月～１歳６ヶ月の子どもと親
C グループ→１３：２０～１４：００
満１歳７ヶ月～２歳の子どもと親
D グループ→１４：２０～１５：００
満２歳１ヶ月～３歳の子どもと親
(*開催日時点での月齢です。)

定 員：各グループ１０名
参加費：港区 １,０００円 / 区外 １,２００円
持ち物：ヨガマット(または絨毯の上に敷くバスタオル)
申込期間：３日(月)〆切 (*応募者多数の場合は抽選)
いずれの結果も発表は９/５(水)になります。

◇井林おじさんの 紙芝居劇場 ◇
内 容：子育て・家族支援者の井林おじさんによ
る愉快な紙芝居の時間です。
日 時：７日（金） ①１１：３０～ ②１３：３０～
対 象：あい・ぽーと会員の親子

◇「あいあいグランマ」の よみきかせ ◇
内 容：子育て・家族支援者「あいあいグランマ」
による楽しい読み聞かせの時間です。
日 時：２０日(木） １３：３０～１４：００
対 象：あい・ぽーと会員の親子

インターナショナル
◇マミー＆ミー
-子ども連れで楽しむ英会話-◇（＊予約制）
定 員：２５日（火） １１：００～１１：４５
対 象：０・１歳児のあい・ぽーと会員の親子
定 員：１０組
参加費：港区 ３００円 / 区外 ５００円
申込期間：～２１日(金)１２：００〆切

◇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.
Date： October
Requirements：You must be an English speaking
parent living in the Tokyo area.
→ がありません。毎 日大 汗をかき
～スタッフつれづれ日記～
ながら寝ています。だから通勤電車
〇 新 規 プログラム「英 語 ・ ・親 子ヨ
はまるでシベリア。寒いです。（
星）
ガ」が開講します。ヨガは興味深い哲 〇 暑 い日 が続きますね！あい・ぽー
学でもあるそうですが、親子で音楽
とでは親 子で楽しそうに水遊 びを
に合わせて体を動かす楽しさを満喫
している姿が見られます。私も川原
して頂ければと思います。池(田 )
でバーベキューをしてきました。自然
〇 一時保育「あおば」の子ども達は毎
の中での水遊びやスイカ割り。とて
日のように水遊びで暑さをのりきっ
もリフレッシュできました。塩(沢 )
ています。ひろばでも水 遊び用 品を
〇
あ
い
・ぽーとの園庭で、私の右耳に
受付で貸し出していますので、是非、
苦
手
なセミが、ガンガンガンとぶつか
利用してみてくださいね。薫
(
)
っ
て
きました。数年振りの貴重な体
〇 キッズ交流ガーデンで講師をされて
験
と言い聞かせてみるのですが、、、
いる澤登早苗先生の講座「有機園芸
く
よくよしています。矢(野 )
サポーター養成講座 中級」が９月よ
〇
暑さがこたえる毎日です。水分補
り始まります。ぜひ、ご参加くださ
給 が大 切 です ね。お子 さ んはもち
い。石(井 )
ろんです が、ご自 分 の体 調 管 理 も
〇 私の部屋にはクーラーというもの→
気をつけてくださいね！ 伊(藤 )
De

◇

親子で造形あそび ◇（＊予約制）
日 時：１８日(火) １３：３０～１４：００
２０日(木) １１：３０～１２：００
対 象：あい・ぽーと会員の親子(２歳以上)
＊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

◇ みかちゃんタイム ◇
内

日
対

容：みかちゃん（和泉短期大学講師：伊藤美佳さん）
による絵本の読み聞かせなど。
絵本についてのワンポイントアドバイスも
あります。お気軽に声をお掛けください♪
時：４日(火)、１１(火) １４：３０～１４：５０
象：あい・ぽーと会員の親子

◇ うきうき＆わいわいタイム ◇
内 容：「あい・ぽーと」保育士のみんなと、うきうき
したりわいわいしちゃうお楽しみ会☆
日 時：うきうき １４日（金） １４：００～１４：３０
わいわい ２８日（金） １４：００～１４：３０
対 象：あい・ぽーと会員の親子

趣味の講座
◇お母さんのための絵画教室◇（＊予約制）
日 時：２０日(木) １３：３０～１５：３０
対 象：あい・ぽーと会員の保護者
持ち物：スケッチブック（Ｂ４サイズ）・消しゴム
水彩色鉛筆・鉛筆

◇ 赤ちゃんタイム ◇
アドバイザー：羽室 俊子さん（保健師）

内 容：赤ちゃんと家庭でできるふれあい遊び
の紹介や保護者同士の交流をします。
日 時：１４日(金) １３：００～１４：００
対 象：あい・ぽーと会員の０・１歳児の親子

◇ 子育てサロン ◇
アドバイザー：牧浦 綾さん（臨床心理士）

内 容：皆さんの身近な子育ての悩みや疑問をお
子さんと遊びながら気軽に話し合えます。
日 時：１１日(火) １３：００～１５：００
対 象：あい・ぽーと会員の親子

ミュージック
◇トーンチャイムサークル◇
内 容：お子さんと一緒に美しい音色を聴きながら
練習ができます。サークルを通して仲間と
共に創りあげる喜びを体験しませんか？
日 時：毎週木曜 １１：１５～１２：００
１４：００～１４：４５
対 象：あい・ぽーと会員の保護者(子ども同伴可)

◇ コーラスタイム ◇
内 容：赤ちゃんから大人まで！ピアノにあわせて
童謡などをみんなで楽しく歌います。
日 時：４日(火)、１８日(火) １４：００～１４：３０
対 象：あい・ぽーと会員の親子

*水彩色鉛筆の他にも対応させていただきます。

申込期間：～１８日(火)１２：００〆切
定 員：８名
参加費：港区 ５００円 / 区外 ８００円

わかば

◇手作りアクセサリー講座◇（＊予約制）
内 容：ネックレス
見本はあいぽーと館内に展示してあります。
＊保育の時間は各自ご検討ください。

日 時：２６日(水)、２８日(金) １１：００～１２：００
対 象：あい・ぽーと会員の保護者
申込期間：参加日の２日前が〆切になります。
定 員：５名
参加費：港区 ５００円 / 区外 ８００円

◇アロマのある生活はんどめいど講座◇（＊予約制）
内 容：自然素材を使った手作りアロマの講座で
す。(詳しい効能も学べます。)
『石鹸』 『バスボム』
日 時：２１日(金) １０：３０～１２：００
対 象：あい・ぽーと会員の保護者
申込期間：～１９日(水)１２：００〆切
定 員：５名
参加費：港区 １,３００円 / 区外 １,５００円

内 容：身長・体重を測定し、毎月のお子さんの成
長の記録を残しませんか？
わかばでは保健師や臨床心理士の方が
皆さんの日頃のちょっとした悩みや相談に
のってくれます。お気軽にお尋ねください。
(受付は当日、授乳室までお越しください。)

日 時：４(火)、５(水)、６(木)、７(金)
１０：００～１１：００ １３：００～１５：００
対 象：あい・ぽーと会員の親子

誕生会（＊予約制）
日 時：２２日(土) １４：００～１４：３０
申込期間：たくさんのお友達と一緒に家族揃って
お祝いしませんか？
(お子さんの顔写真を入れた直系５cm ほどのキー
ホルダーをご用意します。)

写真は切らずに１９日(水)*必着
参加費：港区 300 円・区外 500 円

(*材料費込み)

講座受講時の一時保育の利用について
「あい・ぽーと」では、よりたくさんの方に講座を受講していただく
ために、保育の必要な講座については、一時保育「あおば」で優
先的にお預かりできる枠を用意しております。
講座ご予約の際に、一時保育「あおば」のご利用の有無も合わ
せてお伺いしております。こちらをご利用いただく場合は【子育て
講座】などの保育料の特記がある場合を除き、通常通りの一時
保育「あおば」ご利用になりますのでご了承ください。

子育て講座
【テーマ】

「 優しいママになるために 」
講 師：大日向 雅美 施設長
（恵泉女学園大学・大学院教授）
日 時：２１日(金) １３：３０～１５：００
受講料：無料
申込期間：～１９日(水)１２：００〆切
保育料：港区 700 円 （二人目以降 400 円）
区外 1000 円 （二人目以降 700 円）
＊お子様連れの受講はご遠慮いただいています。
＊キャンセルをされる場合は、あおばのキャンセル規定
に基づいて、保育料の半額をキャンセル料として頂戴
いたします。

【一時保育あおばからのお願い】
＊保育ご利用の際は１５分前には受付にお寄りください。
＊お預けの前にはできる限り、昼食・おトイレ(オムツ交
換) を済ませてからお越しください。
＊一時保育あおばへのお子様のお預けは原則５分前か
らとなっております。ご協力お願いします。

【 施設長からのメッセージ 】
お盆真っ最中の８月１５日、＜あい・ぽーと＞は
お休みをいただき東京フォーラム１０周年のキッ
ズフェスタに参加しました。当日は＜あい・ぽーと
＞でもお馴染みの音楽絵本「つきよのくじら」で幕
開け。その後、汐見稔幸先生と私のトークショーで
したが、一番の心配はトークショーの間の子どもた
ちの過ごし方です。ママやパパから離れられずに泣
き叫ぶ子や会場を走り回る子どもたちで、落ち着い
て話もできないのではないかと案じていました。で
も、それは杞憂でした。スタッフやパートナーさん、
支援者の皆さんの周到な準備と献身に支えられて、
実に楽しそうにいろいろな遊びに夢中になる子ど
もたちの姿に、後援をして下さった住友生命の方々
も感動しておられました。
トークで汐見先生が会場の皆さんに投げかけた
問いの一つを紹介しましょう。「２歳児が走ってい
て転んでしまった時、あなたならどうしますか？」
（ａ）駆け寄って、抱きしめて“大丈夫”と声をか
ける。
（ｂ）
「頑張れ。一人で起きてごらん」と言う。
どちらが絶対に正しいとは言えないけれど、2 歳児
なら（ａ）というのが先生のお答えでした。小さい
時は、何があっても絶対に守ってくれると思える人
の存在が大切だからだそうです。人を信じる心が育
まれていけば、４，５歳児になった時、（ｂ）が有
効とか。東京フォーラムで親から離れて無心に遊べ
た子どもたちは人を信じる心を大切にして育てら
れてきたことでしょう。あい・ぽーとの利用者の
方々も何組か参加して下さいました。有難うござい
ました。休館のお詫び傍々、ご報告まで。

施設長 大日向 雅美

