
今月のピックアップ☆ 

≪年末・年始のお知らせ≫ 
 

ひろば 12 月 28 日（日）～1 月 4 日（日）はお休みになります。 
      
あおば 12 月 31 日（水）～1 月 3 日（土）はお休みになります。 

※ なお、１２月２８日（日）～３０日（火）、１月４日（日）のあおばにつきまし

ては、祝日扱いとなります。 

この４日間の予約締切日は２２日（月）となりますので、ご注意下さい。 

※ １月４日（日）～６日（火）のキャンセル料は、１２月２６日（金） 

１７：００以降発生しますので、予めご了承下さい。 
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１１/３０ １２/１ 

わかば   10:00～11:00 

（羽室先生） 13:00～15:00 
 

２ 

わかば   10:00～11:00 

（羽室先生） 13:00～15:00 
リトミック (予約制) 

10：10～10：50 

11：00～11：40 
   11：50～12：30 

コーラスタイム 
14:00～14：30 

KID’S ヨガ 
(予約制) 15:15～16:00 

３ 

わかば    10:00～11:00 

（牧浦先生）  13:00～15:00 
アロマのある生活  

はんどめいど講座 
(予約制) 14：30～16：00 

 

４ 

わかば    10:00～11:00 

（牧浦先生）  13:00～15:00 

トーンチャイム  
11:15～12:00 
14:00～14:45 

 

５ 
 

６ 

 

７ 

 

８ 

ｸﾘｽﾏｽｱﾚﾝｼﾞﾒﾝﾄ 
(予約制) 

10:00～12:00 

 

９ 

親子で造形あそび 
(予約制) 13:30～14:00 

みかちゃんタイム 
14:40～15:00 

 

１０ 
 

１１ 

お母さんのための絵画教室 
 (予約制) 13:30～15:30 

親子で造形あそび 
(予約制)11:30～12:00 

トーンチャイム  
11:15～12:00 
14:00～14:45 

１２ 

うきうきﾀｲﾑ 
 14:00～14：30 

１３ 

 

ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ 
(予約制) 

14:00～15:00 

１４ １５ 

 

１６ 

リトミック (予約制) 

10：10～10：50 

11：00～11：40 
   11：50～12：30 

コーラスタイム 
14:00～14：30 

みかちゃんタイム 
14:40～15:00 

KID’S ヨガ 
(予約制) 15:15～16:00 

１７ 

手作りアクセサリー講座 
(予約制)  11:00～12:00 

子育てサロン 
13:00～15:00 

 

１８ 

手作りアクセサリー講座 
(予約制) 11:00～12:00 

１９ 

赤ちゃんタイム 
13:00～14:00 

わいわいﾀｲﾑ 
14:00～14：30 

 

２０ 

グリーンサポート 
(作業日) 

10：30～12：00 

12 月生まれのお誕生会 
(予約制) 14：00～14：30 

おもちゃの病院 
10:00～15：00 

 

２１ ２２ 

親子で音遊びﾘﾋﾟｰﾀｰｸﾗｽ 
   (参加経験のある方) 

(予約制連続講座) 
A,10:15～11:00 

  B,11:15～12:00 

C,13:15～14:00 
アロマのある生活  

はんどめいど講座 
(予約制) 14:30～16:00 

２３ 

天皇誕生日 

 

２４ 

親子で音遊びﾋﾞｷﾞﾅｰｸﾗｽ 

(初めて参加される方) 
(予約制連続講座) 

A,10:15～11:00 
B,11:15～12:00 
C,13:15～14:00 

２５ 

あいあいｸﾞﾗﾝﾏよみきかせ 
13:30～14:00 

 

２６ 

井林おじさんの 
紙芝居劇場 

           11：30～ 
13：30～ 

 

２７ 

ひろば最終日 

２８ ２９ ３０ 保育最終日 ３１ １/１ ２ ３ 

  

2008 年１１月 20 日 
編集･発行：NPO 法人あい・ぽーとステーション 

子育てひろば「あい・ぽーと」 
住 所 ：〒１０７－００６２  

東京都 港区 南青山 2-25-1 
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  

（最新号が閲覧できます）  

遊びに来てね☆ 

【ひだまり通信】(English Ver.)も登場！ 

 ピアノとフルートの生演奏に合わせて一緒にクリスマスソン
グを歌おう！ 
恒例のトーンチャイムサークルの演奏や音楽絵本やサンタさ
んからのプレゼントもあるよ！ 
日 時：１２月１３日（土）１４時～１５時 
対 象：未就学児の親子  定 員：定員１５０名 

参加費：港区内 ３００円 港区外 ５００円 

申込み：窓口販売中 

電話予約 １１月２８日（金）１０時～ 

詳細は館内ちらし・ＨＰをご覧ください。 

楽しい！気持ち良い！親子で健やかな身体を感じ合いましょう♪ 
～ボール、ベル、ベルターの用具を運動の助けとして使用しながら、

すべての動きを音楽にあわせ、楽しく行う健康体操です～ 

日 程：1月 7・14 日、2月 4・18 日、3月 4・18 日 

（上記水曜日の全６回・予約制連続講座）日 時： 

参加費：区内 2,400 円、区外 3,000 円（全６回分を前払い） 

受付期間：12月 1日（月）10時～先着順で窓口にてお受けします。 

    ＊お電話でのご予約は、12月 22 日（月）10時～先着順 

     詳細は館内ちらし・ＨＰをご覧ください。 

日 時：1 月 13 日・27 日、2 月 10 日・24 日、3 月 10 日・24 日 
15:15～16:00 

対 象：３歳児（1月 1 日で 3.6歳以上）,４～５歳児 
参加費：区内 2,700 円、区外 3,400 円（全６回分を前払い） 
受 付：11月 27 日（木）10時～先着順にて受付開始します。 

* 詳細は館内ちらし・ＨＰをご覧ください。 

日 時： ： 1 月 13 日・27 日、2 月 10 日・24 日、3 月 10 日・24 日  
１歳児クラス 10：10～10：50・11：00～11：40 
２歳児クラス 11：50～12：30 

参加費：区内 2,700 円区外 3,400 円（全６回分を前払い） 
受付期間：11月 26 日（水）～12月 16 日（火）＊受付後抽選 

* 詳細は館内ちらし・ＨＰをご覧ください。 

６回になりました 

６回になりました 



 親子プログラム 

 
 

 

 

◇ 親子で造形あそび ◇（予約制）      

対 象：あい・ぽーと会員の親子(２歳以上) 
＊お子様もお母様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 

◇ 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？ 

対 象：あい・ぽーと会員の保護者(子ども同伴可) 

 
 
 

◇ 子育て講座 ◇（予約制） 
今月は都合によりお休みさせていただきます。 

◇ お母さんのための絵画教室 ◇（予約制） 
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(*水彩色鉛筆以外も可)・鉛筆 
申込期間：～９日(火)１２：００〆切 
定 員：８名    
参加費：港区 ５００円 / 区外 ８００円 

【 施設長からのメッセージ 】 

 

先日、詩人水無田気流（みなしたきりう）さんのエッセイ「親の記憶、

子の記憶」を読みました（日経新聞 2008 年 10 月 26 日）。水無田さんは１

歳の男の子の母親ですが、朝から晩まで「まんまー」と慕って、必死に追

いかけてくるわが子を見て、子どもというのはこんなにも親を求めるもの

かと深い感慨をもちつつも、わが身を振り返って、これほど親を求め、恋

しがった日々はあったのかと訝る思いだったそうです。ところが、お母様

が亡くなられた後に残されたテープに、2 歳の頃の彼女が母を懸命に求め

る声が刻まれていて、その声に優しく応える母の声を聴いたとき、身を削

るほど号泣されたとか。そして、しみじみと思われたそうです。人は親か

ら最も手をかけてもらい、愛された時の自分を覚えていないと。愛情をめ

ぐる親子の記憶の埋め難い断絶を考えさせられる一文です。 

人は親になって改めて自身の幼き日々を懐かしく思うものですが、晩秋

の夜長、子どもの寝顔を見つめながら、親を慕った幼い日々の自分の姿に

思いを馳せてみるのもよいでしょう。記憶の最古層に眠っていた親の優し

い声が聴こえてくるかも知れません。大日向雅美 

 ～スタッフつれづれ日記～今月のテーマは「ｻﾝﾀさんにお願いしたいこと」です。 
 

 
〇 子育て中の皆さんが、親になった今を楽しみ、あい・ぽーとに来ることを親子で楽しんで下

さいますように。(池田)   
〇 あい・ぽーとのクリスマスコンサートで素晴らしい歌と演奏、そして楽しい音楽絵本の上演

など親子の笑顔あふれる素敵な時間をプレゼントして欲しいです。(星)  
〇 語学力です。あらゆる言葉が話せたらどんなに世界が広がるだろうと思います！サンタさ

ん、教えて下さい！（石井） 
〇 世界中の子どもたちが笑顔いっぱいすくすく成長できる社会になりますように…そして私も

サンタさんみたいに子どもに夢を与えられる素敵な大人になれますように…。（小貫）  
〇 「早く孫の顔が見たい」と親に急かされるこの頃です。その前に旦那さまをみつけなくては

…。サンタさんお願いします☆☆☆(塩澤) 
〇 もうサンタさんの季節ですか！１年あっとゆう間です。オフィスの書類が山積みになってい

るのを眺めて、「１週間が８日あったらな・・・」とお願いしたい日々です。（伊藤） 
○ 雪は好きですか？私は好きです。外に出られないような日は見るだけでもいいし、雪のお

はなしや絵本を読んで過ごしたり…サンタさんに色んな雪、お願中です。（原口） 
〇 オバマ次期大統領が、ホワイトハウスに入るにあたり、娘達に仔犬をプレゼントとのこと。私

もサンタさんにこんなお願いを・・・クリスマスの朝に、クンクン鳴くかわいい仔犬の入った靴
下を見つけられますように！(榎本) 

◇ 手作りアクセサリー講座 ◇（予約制） 
内 容：『グラスマーカー』 

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。 

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。 

（２日前が休日の場合は３日前） 
定 員：５名   
参加費：港区 ５００円 / 区外 ８００円 

◇ わかば ◇ 

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。) 

◇ 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。  

対 象：あい・ぽーと会員の０・１歳児の親子 

◇ 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。 
『ボディバー（クリーム）』『カレンデュラ石鹸』 
対 象：あい・ぽーと会員の保護者 
申込期間：参加日の２日前の１２：００〆切 
       （２日前が休日の場合は３日前） 

定 員：５名 
参加費：港区 １,３００円 / 区外 １,５００円 

(*材料費込み) 

趣味の講座 

 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」の保育料になりますのでご了承ください。 
＊混雑が予想されますので、１５分前には受付にお寄りください。 
＊お子さんのお預けは原則５分前からとなっております。 

＊お預け前にできるだけ食事（授乳）やトイレ（おむつ交換）を

済ませておいて下さい。 

◇ 誕生会 ◇（予約制） 
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キーホルダーをご用意しま

す。) 
＊直径５cm の円にお顔が納まる写真を切ら
ずに１7 日(水)までにご提出下さい。（郵送可） 
参加費：港区 300 円・区外 500 円 

子育て講座ほか 

※日程につきましては表面をご覧下さい。特にお断りのない講座は予約不要、あい・ぽーと会員の親子対象となります。 

内内閣閣総総理理大大臣臣賞賞受受賞賞  
  
 

 11 月 13 日（木）に第１回「子どもと家族を応援する日本」功

労者表彰式が行なわれました。NPO 法人あい・ぽーとステーショ

ンが「子育てと子育てを担う家族を支援する活動において顕著な功

績のあった者」として内閣総理大臣賞を受賞し、施設長である大日

向代表理事が表彰されました。これもひとえにこれまで「あい・ぽ

ーと」を支えてくださった多くの皆さまのお力添えの賜物とスタッ

フ一同感謝の気持ちでいっぱいです。 

これからも、施設長と共にスタッフみんなで力を合わせてがんば

っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

子育てひろば＜あい・ぽーと＞スタッフ一同 

 

 この秋、あい・ぽーとは皆さんと共に５周年を祝いました。今回

の受賞は、あい・ぽーとが皆さんとご一緒に歩んできたこの５年間

の道のりにご褒美をいただいたようで、二重の喜びです。これまで

あい・ぽーとを愛し、支えて下さった利用者の皆様・パートナーや

子育て・家族支援者の皆様のお陰です。そして、いつも地域の子育

て家庭への支援を第一に考え、苦楽を共にして下さった港区役所の

方々のお力添えあってのことと、心から感謝申し上げます。 

これからも、あい・ぽーとは地域の新たな子育て・家族支援の拠

点として、皆さまに喜んでいただけるよう、スタッフと共に心を尽

くして努力を続けてまいります。本当に有り難うございました。   

子育てひろば「あい・ぽーと」施設長 大日向雅美 

※  マ ミ ー ＆ ミ ー と Ai-Port International 
Mom&Pop’s League は偶数月開催ですが、今月
はお休みになります。 

 

＊＊＊ ひだまりの庭 ＊＊＊ 

 

小渕少子化対策担当大臣から表彰される大日向施設長 

◇ 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。  

 




