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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

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

７月のプログラム

誕生会
11:00 ～ 11:20
７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。

JULY

PokaPokaTime
11:00 ～ 11:15 日替わりで
簡単なふれあい遊びを紹介。
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。

2017年

Story Time
９・23 日  15:00 ～ 15:15
絵本の読み聞かせです。

あいあい Sports
10:30 ～ 11:30
新しい仲間募集中！保護者の皆さん
でスポーツを楽しみましょう！お子
様は交代で見合います。

日程：　７月７日（金）
時間：　10：00 ～ 11：00( 飾り作り・ゲーム）
　　　　11：00 ～ 11：20( お楽しみタイム～保育園で遊ぼう）
　　　　13：30 ～ 16：00( 飾り作り・ゲーム）
場所：　子育てひろば
申込：　時間内であれば参加できます。
今年は広場の七夕まつりと保育園で遊ぼうが一緒になりました！笹の
葉に飾りや短冊を飾ったり、ゲームをしたり、今年もひろばで素敵な
お友達と出会いが待っているかもしれません。

みんなで★たなばたいむ

だんだん暑くなってきましたね！8月になったら水遊びもありますよ！（詳細は8月号で！）

保育園であそぼう
７日　 みんなで★たなばたいむ（ひろばとの共催です）
21 日  10:00 ～ 11:00 
　　　 園庭にて湯水あそび（タオル・着替え等ご用意ください）
　　　 湯水あそびの詳細については保育園にお問い合わせください。

日程：　7 月 10 日（月）
時間：　10:30 ～ 11:10
場所：　アリーナ
対象：　1 人歩きがしっかりできる幼児から３歳児とその保護者
講師：　櫻井直子先生
定員：　30 組
申込：　6 月 26 日（月）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
バレエの要素を取り入れた表現遊び・リズム遊びを行います。音やリズムを体
で感じながら楽しく動きましょう♪
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日時：7 月 14 日（金）・15 日（土）
　　　10：30 ～ 14：00 
場所：子育てひろば
お子さんの小さくなった衣服や小物（スタイ、帽子、靴、
靴下等）を皆さんでリサイクルしませんか？
＊お子様のサイズがあれば、お好きなものをお持ち帰りください。
  ( 一家族 2 点まで )
＊お持ち帰りの際に登録カードの提示をお願いしています。登録を
　お済ませの上、ご参加ください。

リサイクルのわ

★回収について★
毎日子育てひろばにて受付

（10：00 ～ 18：00）
＊新品、美品、洗濯済みのもの、記名
のあるものは名前を消してお持ちくだ
さい。
＊リサイクル品回収に協力してくだ
さった方にＴｈａｎｋ ｙｏｕ ｔｉｃｋｅｔ

（一家族 4 点持ち帰り）を差し上げてい
ます。



 　ひろばには日本だけでなく近隣のアジア、
アメリカ、ヨーロッパなど、様々な国の方が
遊びに来ます。子どもたちは遊びの中では自
国の言葉を話しているのですが、挨拶は大人
の方に習って「こんにちは」「さよなら」と声
を掛けてくれることもあります。ある日、い
つものように、ドアの前で帰り支度をしてい
る親子にスタッフが「さよならー」と声を掛
けた時のこと。おしゃべりは勿論、歩くこと
もやっとの小さな男の子がこちらを向いて「さ
ようなら」のお辞儀をしたのです。お辞儀の
文化がない外国籍のお母さんがこれにはびっ
くり。その男の子はきっと、よーく周囲の大
人（日本人）の様子を見ているのでしょうね。
思わずお母さんとスタッフが顔を見合わせて
笑ってしまった可愛い出来事でした。

    7 月 7 日は七夕の日。ひろばでは毎年笹を飾って短冊に願い事を書きます。これから沢山のことに挑戦し、
成長していく子どもたちを育てていくお母さん、お父さんたちは短冊にどのような願い事を書くのでしょう
か？子どものこと、それともご自身の願い事？ひろばでは７月 3 日から 7 月 7 日まで笹を飾ります。期間中
は短冊の他、七夕飾りなども用意していますので、ご家族で笹を飾りにいらしてくださいね。

　ひろばに置いてある「型はめパズル」
遊んだことがありますか？単純なおもちゃですが、子どもにとっては魅力
的なおもちゃです。このおもちゃの魅力は、何より親子のコミュニケーショ
ンをとるきっかけになるところです。与えっぱなしではなく、一緒に遊び
ながら「これはわんわんだね」「これは赤いね」等と物の名前をしらせたり、
うまく型に入らなかったら「くるっとまわしてごらん」「まるはどこかな？」
考えるヒントを与えたり・・・「上手にできたね」とほめてあげたり、もし
くは 1 人でどこまで出来るか見守ったり。パズルに限らず、どんな遊びも
ママの声掛けひとつで様々な形に変わります。今日はどんな遊びになるか
楽しみですね♪

今月のおすすめ○○
おもちゃ　

～「型はめパズル」～

　継続して参加している子も増え、前回出来なかった事ができるようになったり、集中
できる時間が長くなったりとそんな成長も見られるようになりました。もちろん、初め
て参加する子も大歓迎。鈴のついたリングを使って、くるっと回ったり・・・動物になっ
て歩いたり、音楽に合わせて楽しく動きました。ちょっとずつ、バレエの用語も入れな
がら、なんとなくバレエのポーズを真似してみたり♪小さなプリンセス＆プリンスみた
いなご挨拶（おじぎ）もとってもかわいかったですよ！！

Hand made　ラボ
　 「Papa Mama Teacher　この指とーまれっ！」プログラムとして今回もひ
ろばのお母さんが Mama teacher となり赤ちゃんにやさしいボディクリーム
とハンドクリームの作り方を教えてくださいました。材料の説明、手順などの
話の後、いよいよクリーム作り。Mama teaher と参加された方々は初対面で
も子育て中のお母さんという共通のつながりで、材料をぐるぐる混ぜながら話
が弾みます。手作りクリームの仕上げはベルガモット、ローズ、ラベンダーの
中から好きな香りのオイルを数滴入れてマイクリームの完成！素敵な香りに癒
されながらおしゃべりも弾む楽しいひとときになりました。

   今回は「野菜ジュースときな粉のパンケーキ」を作りました。混
ぜて焼くだけの簡単調理。ママ達の工夫で子ども達の大好きなパト
カーやくまさんの形に焼いてみたり♪きな粉の香りが食欲をそそり
…子ども達も上手に手づかみ食べで、あっという間にむしゃむしゃ
食べてしまいました。家でもおやつにご飯に作ってみてください。
参加したママから「この前作ったパンケーキにお麩を入れてアレン
ジしてみました！！」なんて嬉しい報告もきかれましたよ。次回は
秋に予定しています。こんなメニューおすすめですよー ! って方は、
ぜひスタッフまでおしらせください！

　プログラムレポート

ある日のひろばから
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