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１１１１月月

おおひひささままだだよよりり

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ ケケアアルルーームムよよりり ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

かかららだだををささわわろろうう かかららだだででああそそぼぼうう

こどもは、じぶんのからだをさわることで、
これは「手」、これは「足」、「頭」、
「おしり」など覚えてゆきます。
赤ちゃんが、うまれて数週間経つと
じぶんのゆびを口に入れて心地よさを感じるようになり、
やがてそれはじぶんのゆびであることを知り、
しだいにじぶんの意思で動かすようになります。

乳幼児期において、この経験を遊びの中で多く取りいれていくことは
学校に入ってからの経験に役立つと言われています。

よく歌われている「あたまかたひざ・ポン」の歌は、そんな思いも
ふくまれているのかもしれません。

毎毎月月第第３３日日曜曜日日はは、、地地域域開開放放デデーーでですす！！！！

PPookkkkee会会員員以以外外のの方方もも来来館館ででききまますす！！

今今月月はは、、１１１１月月１１６６日日（（日日））でですす。。

ラランンチチ・・カカフフェェななどど楽楽ししいい企企画画をを考考ええてていいまますす。。

♡♡午午前前中中、、ベベビビーーススキキンンケケアアのの講講座座ががあありりまますす。。♡♡

皆さんお気軽にお越し下さい。詳しくはひろば内の
掲示板・ＨＰにてお知らせします。お楽しみに！

カカフフェェかかららののおお知知ららせせ

１１/６はアニバーサリーの準備のためお休みです。

・・ラランンチチ（（1155食食））はは、、1100::0000～～

玄玄関関受受付付ででチチケケッットト販販売売ををししまますす。。

1111月月2200日日、、給給食食をを提提供供ししまますす。。

・・おおややつつはは、、1144::3300～～

つつききののおお部部屋屋でで販販売売ををししまますす。。

～～素素材材をを活活かかししたたややささししいい味味をを親親子子ででおお楽楽ししみみ下下ささいい!!!!～～

《《１１１１月月ののおお休休みみ》》

◆子育てひろば

2(日)、9(日)、15(土)、

23(日)、30(日)

◆一時あずかり保育

8(土)、20(木)

お知らせ
１１月月１１１１・・１１２２日日はは
電電気気工工事事のの為為

全全館館休休館館ににななりりまますす。。

♡♡♡♡ 妊妊婦婦ささんんへへ ♡♡♡♡

これからママになる方や
先輩ママとお話しませんか？
見学や遊びでも大歓迎です。

みなと子育て応援プラザPokke
港区芝5-18-1-102 TEL：03-6435-0411
HP：http://minato-pokke.jimdo.com/

☆★☆★☆ 事務室より ☆★☆★☆

秋が深まり、冬の訪れも間近ですね。だんだん寒くなりますが、
風邪などひかないように、気を付けましょう。
さて、事務室の近況ですが・・・おかげさまで、ひろば、保育共々
たくさんの皆様にご利用いただき、いつも賑やかに活気づいています。日々の業務
として行っているのは、ひろばの利用受付、新規会員登録、保育利用受付、保育予約
業務、経理事務、区との連絡業務などです。Pokkeはこの１０月に開所６年を迎える
ことが出来ました。ひとえに利用者皆様のおかげと感謝の気持ちでいっぱいです。
ご縁あってPokkeに来ていただいている皆さまが気持ちよくご利用いただけるように
窓口では毎日元気にお迎えしていきたいと思っています。

ＮＮoo．．7733

ママ・パパ・スタッフで作った地図

Pokkeから
徒歩１５分圏内

子どもと
入れる店
５３件

子子育育ててママッッププ デデビビュューー

アアニニーーババーーササリリーー 1111//88㊏㊏

Pokke 6th アアニニババーーササリリーーフフェェススタタ
～～みみんんなな、、ひひととつつおおおおききくくななりりままししたた

あありりががととううををフフララワワーートトレレイインンににののせせてて～～
Ｈ2６年11月8日(土) 10:00 オープニング

（ひろばは9:30～16:30の間でご利用いただけます）
楽しいステージ・ブース、美味しいランチ・

おやつなどを用意してお待ちしています！

チチャャリリテティィでで販販売売すするる手手作作りり小小物物ななどどのの寄寄付付ももおお待待ちちししてていいまますす！！！！

当日のお手伝いも大歓迎です☆ 興味のある方はお声掛け下さい！！

詳細は、ひろば掲示板、ＨＰをご覧ください。

ぽぽけけっっととささんんにによよるる

ももののづづくくりりカカフフェェ「「ククチチュューールル」」

お茶を飲みながら 手作りおもちゃや
ご家庭で作りかけの手芸など
一緒につくりませんか？

日 時 11月10日(月)10:00～11:30

＊毎月第2月曜日

定 員 4名＊定員になり次第締め切ります

託 児 民生委員さんがひろばで遊んで

くれます

参加費 300円／1回

申込み 1ヶ月前から募集します

広げるとA３サイズ
たたむと手のひらサイズ
健康に害の無い塗料・
ラミネート加工で安心



お知らせ

布絵本講座は定員になりました

11/18（（火火）） 育育児児講講座座

「「おおっっぱぱいいどどーーすするる？？」」

講師 Pokkeアドバイザー 吉田可南子
時間 10:00～11:３0
定員 ８組程度
（お子さんも一緒の参加になります）
対象 Pokke会員の親子・

地域会員
申込 受付中
＊ご来館でお申込ください。

子子育育ててひひろろばば 11月月ののススケケジジュューールル
月月 火火 水水 木木 金金 土土 日日

11 22

午
前

休休

午
後

33 44 55 66 77 88 99

午
前

布布絵絵本本講講座座
9:30～15:30

６６ｔｔｈｈ
アアニニババーーササリリーー
フフェェススタタ

休休

午
後 ひひろろばば幼幼児児

1100 1111 1122 1133 1144 1155 1166

午
前

ももののづづくくりり
カカフフェェ

10:00～11:30

エエアアロロビビ
9:40～10:30
ピピララテティィスス

10:50～11:40

誕誕生生会会
11:00～
12:00

かかんんががるるーー
くくららぶぶ

10:30～11:30
休休

地地域域
開開放放デデーー

午
後

おおひひささまま
(こころろこころろ)

13:30～14:30 ひひろろばば幼幼児児

1177 1188 1199 2200 2211 2222 2233

午
前

ﾏﾏﾀﾀﾆﾆﾃﾃｨｨ
ｿｿｰーｲｲﾝﾝｸｸﾞ゙ﾞ゙

10:00～11:30

育育児児講講座座
10:00～11:30

計計測測日日
10:30～11:30

休休

午
後

おおひひささまま
(ハハイイハハイイ)

13:30～14:30

ひひろろばば幼幼児児
計計測測日日

13:30～
15:00

よよるるカカフフェェ
17:00～20:00

2244 2255 2266 2277 2288 2299 3300

午
前

手手作作りり
おおももちちゃゃ

10:00～11:00

ﾏﾏﾀﾀﾆﾆﾃﾃｨｨ
ヨヨガガ

10:00～11:30

かかんんががるるーー
くくららぶぶ

10:30～11:30

父父親親講講座座
10:30～11:30

休休

午
後 ひひろろばば幼幼児児

11/26(水水)) 手手作作りりおおももちちゃゃ
リリボボンンでで基基礎礎ララッッピピンンググ

～～ｵｵｰーﾅﾅﾒﾒﾝﾝﾄﾄづづくくりり～～

時間 1０:00～1１:00
場所 つきの部屋
定員 6名程度
（託児はありません）

参加費 100円
申込 当日受付 先着順

＊ご来館でお申込ください。

＊＊ひひろろばば幼幼児児
水水曜曜午午後後はは就就学学前前ののおお子子ささんんままでで
利利用用ででききまますす。。
＊＊誕誕生生会会へへののごご参参加加はは事事前前のの予予約約ををおお願願いいししまますす
＊＊ラランンチチ１１２２：：００００～～１１３３：：３３００
おおややつつ１１４４：：００００～～１１５５：：３３００
＊＊講講座座はは、、事事前前申申込込がが必必要要でですす。。
地地域域会会員員のの方方もも参参加加ででききまますす。。
おお気気軽軽ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。

11/29(土土)) 父父親親講講座座
「「ﾍﾍﾞ゙ﾋﾋﾞ゙ｰーママッッササーージジ 」」

講師 しかの てつや

（歌のお兄さん）

場所 つきの部屋

時間 10:30～11:30

定員 6組（託児はありません）

参加費 600円

オイル代・お茶代

持物 バスタオル

対象 ２ヶ月～７ヶ月位まで

Pokke会員の親子・

地域会員

申込 受付中

＊お電話でのお申込みもＯＫです。

育育児児相相談談：：無無料料((予予約約制制))
金曜の相談日以外でも

受付をしています。お気軽に
お問い合わせください。

読読みみ聞聞かかせせ

毎週木曜日

１１:４５～１２:００
１６:００～１６:１５

✿✿✿✿✿ おひさまサロンのお知らせ ✿✿✿✿✿

手遊び、わらべうた、読み聞かせなど、お母さん同士、
自由にお話できる場になればと思います。お気軽にご参加下さい♪
＊お子さんと一緒の参加になります。
☆11月の日程☆
10日(月)《ころころクラブ》（ねんね～寝返り、おすわり）
17日(月)《ハイハイクラブ》（ずりばい、ハイハイ～つたい歩き）

時時間間：：11３３::３３00～～11４４::３３00
定定員員：：66名名程程度度 場場所所：：つつききのの部部屋屋

＊参加受付は、当日15分前より先着順で。

育育児児相相談談

育育児児相相談談

育育児児相相談談

育育児児相相談談


