
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.
10/31 1 2 3 4 5 6

わかば（牧浦先生） 10:00～11:00
10:30～12:30 13:00～15:00 10:00～11:00 10:00～11:00

リトミック☆ A.10:10～10:50 13:00～15:00 13:00～15:00
13:45～14:15 B.11:00～11:40

C.11:50～12:30 A.10:15～11:00
15:00～16:00 おやこdeえいご☆ 15:00～15:30 B.11:15～12:00

親子で造形あそび☆ 13:30～14:00 トーンチャイム 11:30～12:00
15:00～15:30 13:00～13:30

コーラスタイム 14:00～14:30
みかちゃんタイム 14:40～15:00 13:45～14:15

7 8 9 10 11 12 13

10:00～11:00 A.10:10～11:00 11:30～13:00 10:15～11:00 10:30～12:00
13:00～15:00 B.11:10～12:00 11:15～12:00

C.12:10～13:00 13:10～13:50 12:15～13:00
10:30～12:30 14:00～14:40 トーンチャイム 11:30～12:00

14:00～15:00 14:50～15:30 13:00～13:30
13:45～14:15 15:40～16:20

13:30～14:30
15:00～16:00 13:45～14:15

13:45～14:15

14 15 16 17 18 19 20
リトミック☆ A.10:10～10:50 親子で音遊び☆ C.10:15～11:00

10:30～12:30 B.11:00～11:40 11:30～13:00 リピータークラス D.11:15～12:00 14:00～14:30
C.11:50～12:30

13:45～14:15 おやこdeえいご☆ 15:00～15:30 13:10～13:50 11:30～12:00 15:00～16:00
親子で造形あそび☆ 13:30～14:00 14:00～14:40

15:00～16:00 15:00～15:30 14:50～15:30 13:30～15:00
コーラスタイム 14:00～14:30 15:40～16:20 トーンチャイム 11:30～12:00
みかちゃんタイム 14:40～15:00 13:00～13:30

13:45～14:15
13:45～14:15

21 22 23 24 25 26 27

10:30～12:30 A.10:15～11:00 10:15～11:00
B.11:15～12:00 11:15～12:00

13:45～14:15 C.13:00～13:45 12:15～13:00

15:00～16:00 13:45～14:15 13:30～15:00
トーンチャイム 11:30～12:00

13:00～13:30 大根・白菜 10:30～12:00
ほうれんそう 13:30～15:00

13:45～14:15

28 29 30 12/1 2 3 4

10:30～12:30 A.10:10～11:00
B.11:10～12:00

13:45～14:15 C.12:10～13:00

15:00～16:00 14:00～15:00

15:00～15:30

グリーンサポート

キッズ交流ガーデン☆

Nobody's Perfect☆

勤労感謝の日

親子で音遊び☆ﾋﾞｷﾞﾅｰｸﾗｽ

読み聞かせこもれび

ママバレエ☆ アロマヨガ☆

おやこdeえいご☆

ふれあいフェスタ読み聞かせこもれび

ママバレエ☆ 読み聞かせこもれび 子育てサロン

Nobody's Perfect Babyヨガ☆

読み聞かせこもれび

読み聞かせこもれび

ふれあい体操☆

お誕生日会☆

読み聞かせこもれび 親子バレエ☆ 親子で造形あそび☆ おさいほうタイム☆

Nobody's Perfect☆

読み聞かせこもれび

はんどめいど講座☆

ママバレエ☆ お母さんのための絵画教室☆

読み聞かせこもれび

ふれあい体操☆

ママバレエ☆ 読み聞かせこもれび
赤ちゃんタイム

アロマヨガ☆
読み聞かせこもれび

親子バレエ☆
Nobody's Perfect☆

わかば（羽室先生） Babyヨガ☆ はんどめいど講座☆

わかば（羽室先生）

読み聞かせこもれび
親子で音遊び☆リピータークラス

ママバレエ☆

Nobody's Perfect☆

文化の日

わかば（牧浦先生）

読み聞かせこもれび
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＜予約が必要な毎月の講座＞
予約が必要な講座には☆印がついてあります。

◇ 誕生会
 （お子様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

　 18日(木)までにご提出下さい。（郵送可）

参加費：港区300円／区外500円

◇ 親子で造形あそび

対象：２歳以上の親子
＊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

◇ お母さんのための絵画教室
対 象：保護者
持ち物：スケッチブック（Ｂ４）・鉛筆

・（水彩）色鉛筆・消しゴム
＊スケッチブック、色鉛筆は販売もしています。
（お子様のお写真をお持ちいただいても結構です）

申込期間：参加日の1週間前の17:00〆切

定 員：8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

内容：「ハンドクリーム」
　　　　　　　　＆「ボディースクラブソルト」
対象：保護者　定員：5名

参加費：港区1,300円／区外1,500円（材料費込み）

申込期間：参加日の1週間前の17:00〆切

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
有無も合わ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

＊15分前には受付にお寄りください。
＊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、ミルク等はお預かりいたしま
すので、ご持参ください。
＊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。

＜予約の必要がないプログラム＞
◇ 読み聞かせ「こもれび」　２階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！今月のテーマ：秋・落ち葉

◇ みかちゃんタイム　東洋大学専任講師・伊藤美佳先生による絵本読み聞かせ等

◇ 赤ちゃんタイム　アドバイザー：羽室 俊子さん（保健師）ふれあい遊びや保護者同士の
交流（0,1歳児の親子向）今月のテーマ：赤ちゃんの親孝行

◇ 子育てサロン　アドバイザー：牧浦 綾さん（臨床心理士）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いましょう。今月のテーマ：生活習慣リズム

◇ わかば 身長・体重を測定し、お子様の成長の記録を残しませんか？保健師や臨床心

理士の方が日頃のちょっとした悩みや相談にものってくださいます。

◇ トーンチャイム　お子様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♪

◇ グリーンサポート　※雨天中止園芸コーディネーター　坂井明子さんと、園庭をお手
入れしながら、園芸について学ぶ活動です。お子様連れでもＯＫです。今月のテーマ：冬野
菜の間引き、追い播きなど（雨天中止）

◇ おもちゃの病院　修理が必要なおもちゃを当日お持ち下さい。事前にお預かりするこ
とも可能です。

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・ママのための３Ｂ体操・おやこdeえい
ご・Nobody's Perfect、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。

◇ おさいほうタイム
内容：マフラー
対象：保護者　定員：5名

持ち物：編み棒・毛糸
参加費：300円

申込期間：参加日の1週間前の17:00〆

切



 

 

親子プログラム 

～ベランダガーデニング講座～ 
 

９月１１日（土）ベランダガーデニングの講座を開催させていただきました。少人数で

お子様も一緒に種まきを行いました。晴れの日は、テラスです。今後も下記の日程での企

画を予定しております。ぜひ、親子でガーデンライフをお楽しみ下さい。 

＜今後の予定＞ 

11 月 27 日（土）ふれあいフェスタ 

 さやえんどうの種まき 

12 月 4 日（土） 

 クリスマスのアレンジメント 

 

～子ども・子育て新システムの基本的方向～ 
 

1 月末に政府が打ち出した「子ども･子育てビジョン」に続いて、先般、

6 月末に「子ども･子育て新システム」が決定されました。この２つに共

通した理念は、子どもや子育ては親だけでなく、社会の皆で見守り･支え

ようということです。具体的な内容はこれから審議されますが、子どもも

親も共に幸せになれる社会の実現に向けて、皆で智恵を出し合い、議論を

深めていくことが大切です。 

 

【目的】以下のような社会を実現 
＊すべての子どもへの良質な成育環境を保障し、子どもを 
 大切にする会社 
＊出産・子育て・就労の希望がかなう社会 
＊仕事と家庭の両立支援で、充実した生活ができる社会 
＊新しい雇用の創出と、女性の就業促進で活力ある社会 

 
【方針】以下の方針のもとに、制度を構築 

＊子ども・子育てを社会全体で支援 
＊利用者（子どもと子育て家庭）本位を基本とし、すべて
の子ども・子育て家庭に必要な良質のサービスを提供 

＊地域主権を前提とした住民の多様なニーズに応える 
 サービスの実現 
＊政府の推進体制の一元化 

 
【新システムとは】以下のような新システムを実現 

＊政府の推進体制・財源の一元化 
＊社会全体（国・地方・事業無視・個人）による費用負担 
＊基礎自治体（市町村）の重視  
＊幼稚園・保育所の一体化 
＊多様な保育サービスの提供  

＊ワーク・ライフ・バランスの実現 

☆ふれあいフェスタ２０１０☆ 

みんなで祝うあい・ぽーとバースディ！７ｔｈ 

恒例のあい・ぽーとお誕生日イベントも今年で 7 回目。 

今回は、カウントダウンウィークを設け、スタンプラリーを開催します。ポイ

ントが貯まった方には、あい・ぽーとのオーガニックハーブを使った子育て・

家族支援者の皆さん手作りのお料理でおもてなしさせて頂きます。 

 
日        時：11 月 27 日(土)10:30～16:00 
カウントダウンウィーク：11 月 10 日(水)～11 月 26 日(金) 
会        場：子育てひろば「あい・ぽーと」 
チ ケ ッ ト 配 布：10 月 21 日(木)10:00～窓口にて開始（無料） 

＊1 家族につき１枚とさせて頂きます。 
 
 
 

 

 

  ～１月からの連続講座新規クラス募集開始～ 
＊ママバレエ＊ 

講師：岸川 章子（新国立劇場バレエ団）  
受付：11 月 8 日(月)10:00～窓口受付開始 
 

＊親子で音遊び＊ 
講師：音楽療法士の先生方 
受付：ﾋﾞｷﾞﾅｰ 10 月 28 日(木)10:00～窓口受付開始 
    ﾘﾋﾟｰﾀｰ A･Cグループ 10月27日(水)10:00～予約受付開始 

B･D グループ 11 月 4 日(木)10:00～予約受付開始 

 

【 施設長からのメッセージ 】 

 朝夕の冷え込みに、秋の深まりが感じられる今日この頃です。つい先日までの猛暑が嘘のようですが、あれほど辛かった今年の夏の暑さを忘れるとは、時の経

過と共に記憶から消えていくものがいかに多いかを考えさせられます。 

一方で、時と共に思いがいっそう深まるものもあります。例えば子どもが生まれてくれた日。大切なものと出会えた喜びの日であると共に、親として生涯をかけ

て喜びを深めていくスタートとなる日です。いろいろな人の愛に包まれ、見守られながら健やかに育つ子どもたちの姿をひろばで見る度に、今日までの＜あい・ぽ

ーと＞の歩みが想い出されます。 

地域の子育て支援のために、心を一つにして日々励んでくれているスタッフやパートナーさん、子育て・家族支援者の皆さんと共に過ごしてきた時間に感謝を込

めて、＜あい・ぽーと＞の７歳を祝うフェスタを開催させていただきます。 

皆様のご来場をお待ちしております。                                            施設長 大日向雅美 

～スタッフつれづれ日記～ 
今月のテーマは「誕生日エピソード」です。  

○自分の誕生日は、何の感慨もないですが、わが子とあい・ぽーとのお誕生日は、別格です！この秋で７歳になったあい･ぽーとのお誕生日イベント、お楽しみ下さい！池田 

○うちの息子は大日向さんと同じお誕生日です。しかも私の結婚記念日でもあります。分娩室で必死に力みながら、何とかその日を記念日にしようと頑張りました。小貫 

○なぜか不思議な誕生日プレゼントを貰うことが多いのですが、中でも強烈だったのは妹が陶芸で作った「親指の箸置き」。封筒を開けた時のあの衝撃、忘れられません。東 

○両親の結婚記念日と同じ日になる“予定”だった私の誕生日。しかし、私は、10 日早く生まれてきてしまいました！せっかちなのは、生まれつきだったようです。古閑 

○子どものイベントは忘れる事なかった母が、私の 18 歳の誕生日だけは忘れていました！！！当時は悲しかったですが、今は良い？思い出話です。石田 

○平成生まれときくと…若い!!って思うのですが、良く考えてみると、ほんの数ヵ月しか変わらない子もいると思うとなんだか悔しくなっちゃいます（＞＜）笑 野原 

○一年発起するチャンスが私には、二度ありますお誕生日と新年。そのどちらも三日坊主に終わり、次のチャンスにかけようと前向きに？生きています。榎本 

  

 

～お願い～ 
最近、名札が不足しています。お帰りの際に、必ず受付までお戻
し下さい。よろしくお願い致します。 

講座とイベントの詳細は、館内ちらし・HPをご覧ください。 

☆クリスマスコンサート☆ 

生演奏に合わせてクリスマスソングを一緒に歌いましょう！音楽絵本やサ

ンタさんからのプレゼントもお楽しみに！！ 

 

日 時：12 月 18 日(土)14:00～14:45 
会 場：子育てひろば「あい・ぽーと」 
参加費：港区内在住･在勤 300 円 港区外 500 円 
申込み：11 月 11 日（木）10 時～窓口販売優先 

 

☆クリスマスのフラワーアレンジメント☆ 

 今年も恵泉フラワースクール(@六本木)の講師の先生をお招きいたします。ク

リスマスを迎えるにあたって、ご家庭に彩りを添えるアレンジメントを一緒に楽

しみませんか。 

 

日 時：12 月 1 日(水)10:00～12:00 
会 場：子育てひろば「あい・ぽーと」 
参加費：港区内在住･在勤 3,000 円 港区外 3,500 円 
保育料：港区内在住･在勤 1,000 円 港区外 1,400 円 
申込み：窓口受付 1０月２９日（金）10 時～ 
    電話予約 11 月２２日（月）10 時～ 
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