
12/29・30（金・土）は特別開館します！ぜひ遊びにいらしてください。
 開館時間は、9:30 ～ 17:00。創作活動室はお休みです。
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http://azabu-plaza.jp

麻布子ども中高生プラザ
子育てひろば月刊通信

麻布子ども中高生プラザ

２０１7年　　あざぶぽかぽか

〒 106-0047　港区南麻布 4-6-7　TEL：03-5447-0611（おかけ間違いにご注意ください）
開館時間　　9：30 ～ 20：00（子育てひろばは 10：00 ～ 18：00 です )
休館日　　　国民の祝日・12 月 31 日～ 1 月 3 日

12 月のプログラム

誕生会
11:00 ～ 11:20
12 月生まれのお友達を皆でお祝い
します。予約は必要ありません。

December

保育園であそぼう
15 日 10:00 ～ 11:00 育児相談
       　（ひろばにいる先生に気軽
　　　  にお声掛けください）
　　  11:00 ～ 11:20 お楽しみ
　　　　　　　　　　  タイム

クリスマス
演奏会

特別開館日
17時まで

休館日

 休館日
（天皇誕生日）

日 程　12 月 19 日（火）
時 間　10:30 ～ 12:00         
場 所　アリーナ 
対 象　６ヶ月以上の乳幼児とその保護者　
定 員　40 組（子育てひろば利用者親子）
申 込　12 月 1 日（金）より子育てひろばにて受付開始
          受付時間 10:00 ～ 18:00　電話受付不可 

サンタがプラザにやってくる！？

親子でほっとクリスマス

ひろばの仲間とほっとなクリスマスを過ごしましょう！
サンタクロースも来るかも？
＊当日はプレゼント交換を行います。
   200 円程度のプレゼントをご持参ください。

親子でほっと
クリスマス

特別開館日
17時まで

♪バンビ演奏会♪

Story Time
10 日・24 日 15:00 ～ 15:15
絵本の読み聞かせです。

子育て相談・身体計測
10:30 ～ 11:30
※ 11:20 受付終了
保健師さんと一緒に身体計測をし
ます。お気軽にお越しください。

Baby ちゃん Time
11:00 ～ 11:20
6 カ月未満の乳児と保護者対象
ふれあい遊びやおしゃべりをして
楽しむ時間です。

日 程　12 月 7 日（木）
時 間　11:00 ～ 11:30
場 所　アリーナ
　　＊申込不要、入場無料

おひるね
アート

吹奏楽「ウィンドアンサンブル・バンビ」による乳幼児
向けのクリスマス演奏会です。生演奏を親子でお楽しみ
ください。＜曲目＞アンパンマン、エビカニクス etc...

親子ヨガ

親子ヨガ
～パパも一緒編～

日程　12 月９日（土）
時間　① 10:30 ～ 11:15 ② 11:30 ～ 12:15
場所　アリーナ
対象　0 歳児～未就学児の親子または家族
講師　木村友果先生
定員　各 25 組
申込　11 月 25 日（土）～
　　　受付時間 10:00 ～ 18:00（電話受付不可）

いつもは平日に行っているヨガ。今回はパパ
達も体験してみませんか？お休みの日、少し
早起きして家族ですがすがしい時間を過ごし
ませんか？産後のケア、お仕事で疲れた身体
をリフレッシュさせましょう！！　

時間　① 10:30 ～ 11:15 ② 11:30 ～ 12:15

対象　0 歳児～未就学児の親子または家族

いつもは平日に行っているヨガ。今回はパパ
達も体験してみませんか？お休みの日、少し
早起きして家族ですがすがしい時間を過ごし
ませんか？産後のケア、お仕事で疲れた身体
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12 月 30日（特別開館の日）は、皆で楽しくプラザを大掃除しましょ～ !

PokaPokaTime
11:00 ～ 11:15 日替わりで簡
単なふれあい遊びを紹介。
※ 21 日は 15:00~15:15 で絵
本の読み聞かせです。

AZABU Kids-to-Teens Hall 



吹いてくる風に、冬の寒さを感じる季節になりました。
年末、年始にむけて、クリスマスやお正月など楽しい行事が続いて忙しい日々となりまず。寒いこの時期温かくして、
体調管理には気をつけて過ごしたいですね。
ひろばでも、クリスマス会を予定しています。１年の最後のプログラムをたくさんの子ども達と一緒に楽しい時間
を過ごせたらと思っています。
来年も、みなさんにとって居心地の良いひろばにしていきたいと思っています。
そして、来年もみなさんにとって素敵な一年になりますように。。。

　今年もひろばのお友達と館内のお散歩行いました。かぼちゃやお姫様、ニモ、
恐竜・・等々、様々なコスチュームに包まれて今年も可愛くて賑やかなハロウィ
ンとなりました。かぼちゃのバッグを持ってスタート！２階プラザではかぼちゃ
マークの付いたマントのスタッフを捜し、「トリック　オア　トリート」の合言葉。
なんと！！お相撲さんまで現れて、びっくりしちゃったお友だちもいましたが、
みんなお菓子をもらう事が出来ました。３階のい
きいきプラザさんにもご挨拶をして・・・最後は
屋上へ。魔法使いを見つけることはできたかな？？
みんなで記念撮影もして楽しい時間を過ごすこと
ができました。

おばけちゃんのおさんぽ　10月 31日

今月のおすすめ○○
「ねずみくんのクリスマス」
作・なかえよしを
絵・上野紀子
クリスマスが近づいてきましたね。クリスマスツリーを飾るご家庭
も多いのではないでしょうか。「ねずみくんの絵本」シリーズの「ね
ずみくんのクリスマス」が、今回のおすすめ絵本です。ねずみくんは、
お友達とどんなクリスマスツリーを作るのでしょうね。ひろばには、

「ねずみくんの絵本」シリーズが、「ねずみくんのチョッキ」、「ねず
みくんのプレゼント」、「りんごがたべたい ねずみくん」の三冊あり
ます。

～絵本～

ある日のひろばから
　ひろばでは、いろいろな音楽を流しています。童謡、
手遊び歌、体操の歌、そして子どもジャズまで、、、
ある日、ひろばプログラム「ASOBOO TIME」で体操を
する際に流している「スイスイスケート」がひろばで流
れました。すると、いつもマイペースに静かに遊んでい
る２歳位の男の子が、絵本を読んでいたのにスクッと立
ち上がり、音楽に合わせて踊り始めたのです。とても楽
しそうにニコニコと。音楽を覚えていて、身体が自然に
動き出したのでしょうね。
ぜひ、ひろばに来た時は、流れてくる音楽に耳をかたむ
けてみて下さいね。

　 今回で４回目のリサイクルのわ。ひろばの皆さんにも
徐々にリサイクルのわが広がり、沢山のリサイクル品が集
まりました。お母さん同士が、「うーん、どちらがいいかな？」

「それ、かわいい！」など
とやりとりをしながらの
プログラムは温かく、微
笑ましい場面が沢山。今
後も定期的に開催する予
定です。リサイクルのわ、
もっともっと大きく広が
りますように。

リサイクルのわ　11月 13日・14日

　プログラムレポート

９・１０・１１月クラス終了しました。顔合わせの自己紹介
から始まり…全６回。運動遊び、ゲーム、工作、パラバルー
ンなどいろいろなお楽しみがありました。そして今回もこの
６回で子ども達のたくさんの成長が見られました。シールを
自分で貼れるようになった子、みんなと一緒に参加できるよ
うになった子、上手にお返事が出来るようになった子、体操
が出来るようになった子、お話が聞けるようになった子・・・
たくさんあって書ききれません。参加してくれたみなさん、
子どもたちの成長を是非見つけてあげてくださいね。また、
回を重ねるにつれて皆勤賞のお友だちも増えています。毎週
楽しみに来てくれてありがとう。次回は２・３月クラスです。
詳細は来月号の広報「ぽかぽか」にてお知らせします！！
お楽しみに♪

ASOBOO Time 9・10・11月クラス

年末、年始にむけて、クリスマスやお正月など楽しい行事が続いて忙しい日々となりまず。寒いこの時期温かくして、

ひろばでも、クリスマス会を予定しています。１年の最後のプログラムをたくさんの子ども達と一緒に楽しい時間

　今年もひろばのお友達と館内のお散歩行いました。かぼちゃやお姫様、ニモ、

おばけちゃんのおさんぽ　10月 31日

　プログラムレポート　プログラムレポート

そして、来年もみなさんにとって素敵な一年になりますように。。。


