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７７月月

おおひひささままだだよよりり 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/ＮＮoo.. ９９３３

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CCaaffee
「「ククチチュューールル」」

・・７７月月はは、、1111日日((月月))でですす。。
・・８８月月はは、、おお休休みみでですす

◆子育てひろば

10(日)、24(日)、26(火)、31(日)

◆一時あずかり保育

17(日)、26(火)

♡♡妊婦さんへ♡♡
先輩ママとお話しませんか？

見学も大歓迎です。

7月のよる☽カフェは、お休みです

8月のよる☽カフェはありますので、

おたのしみに！！

《《７７月月ののおお休休みみ》》

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ キキッッチチンンよよりり ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

ひひろろばばはは、、第第11・・３３日日曜曜日日ももオオーーププンンししてていいまますす！！

カフェからのお知らせ 毎週木曜日

・ランチ（15食）は、
10:00～玄関受付で

チケット販売をします
・おやつは、14:30～

つきの部屋で販売します
・今月からランチは、すべて給食を
提供します

～素材を活かしたやさしい味を
親子でお楽しみ下さい!!～

✿✿✿✿✿✿ 一一時時ああずずかかりりよよりり ✿✿✿✿✿✿

＜サークル活動＞
利用者さんが中心となって、サークル

活動をしています。
サークル活動については、自主活動とな
ります。

＊詳細や活動日については、PokkeのＨ
Ｐをご覧ください。

「なつまつり」のお知らせ

77月月1177日日（（日日））1111::0000～～1166::0000

当日は、地域の方にもご協力いただき、
さまざまなステージやブースを企画しています。
手作りのランチやおやつも販売します。
パパカフェもあります！詳細は、HPをご覧ください。
＊浴衣の着付けを行いますので、事前の予約をお願いします。
予約の締め切りは、15日(木)までです。

（浴衣はお持ち下さい） ご来館お待ちしています。

歌に合わせて、体操をしたり、
おしゃべりをしています。
高齢者の方と一緒にふれあい
楽しいひとときを過ごしませんか♪
7/  5(火)､19(火)10:00～11:30

ママタタニニテティィーーヨヨガガ
7/11（月）10:00～11:30

※電話でも受け付けています。

H２８年６月２０日発行

健健康康体体操操

胡胡瓜瓜のの11本本漬漬けけ((55本本分分))

〈材料〉きゅうり 5本、
☆だし汁(昆布＆かつお節) 100ml ☆砂糖 5.5g ☆酢 9g
☆塩 10g ☆しょうゆ 7.5g

《作り方》
①胡瓜は、両端を切ってピーラーでしま模様に皮をむき、沸騰したお湯
でサッと茹でて、割り箸をさす。
②☆の調味料を全て鍋に入れ、一煮立ちさせる。
③漬ける容器に②で作った調味液と胡瓜を入れて漬ける。
④冷蔵庫で半日ほど置けばできあがり～!!

☆☆ おお知知ららせせ ☆☆

77月月11日日((金金))よよりり、、自自転転車車置置きき場場のの場場所所がが

変変更更ににななりりまますす。。
PPookkkkee玄玄関関左左横横ののウウッッドドデデッッキキのの所所にに

変変更更ににななりりままししたた。。
詳詳ししくくはは、、HHPP ・・ ポポススタターー

ままたたははススタタッッフフままでで

よよろろししくくおお願願いいししまますす。。

保育室では7月17日に行われるなつまつりに
むけて、子どもたちも装飾の魚の制作物を
作ってくれています。
今年のテーマは「海」ということで、子どもたちは
色々な形の色画用紙を組み合わせたり、
シールを貼ったりペンで模様を描いたりして
思い思いの魚を制作しています。
なつまつりには、ぜひ子どもたちの作品を見に来て
下さい!!
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育育児児相相談談

育育児児相相談談

育育児児相相談談

＊＊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もも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 育児相談：無料(予約制)

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。

読み聞かせ
毎週木曜日

11:45～12:00

16:00～16:15

７月のテーマ 「 はなび 」

場所 つきの部屋

定員 6組

（お子さんも一緒の参加）

参加費（材料費）：200円

申込 6/2０（月）9:30  ～

７/14（木） 10:30～11:30
かずこさんのおりがみ講座

平平成成22８８年年度度

育育児児相相談談

講 座 ７月
・講座は申込が必要です。
来館にてお申込ください。
＊父親講座・マタニティヨガは、
電話で予約できます。

・講座をキャンセルする場合、返金は
できませんのでご了承ください。

・Pokke会員の親子・地域会員の方が
参加できます。

・お気軽にお問合せください。

ひろば開館時間
9:30～16:30

育育児児相相談談

計測日 7月20日
(水）
１０;30－11:30 13:30-14:30

ひひろろばば幼幼児児

ひひだだままりり食食堂堂

健健康康体体操操
10:00～11:30

健健康康体体操操
10:00～11:30

おおりりががみみ講講座座
10:30～11:30

かかんんががるるーー
くくららぶぶ

10:30～11:30

かかんんががるるーー
くくららぶぶ

10:30～11:30

誕誕生生会会
11:00～12:00

ママタタニニテティィヨヨガガ
10:00～11:30

エエアアロロビビ
ササーーククルル

甚甚平平作作りり
10:00－－14:00

甚甚平平作作りり
10:00－－14:00

創創作作パパレレッットト
13:30ーー14:30

おおひひささままササロロンン
(ハハイイハハイイ)

13:30～14:00

おおひひささままササロロンン
(こころろこころろ)

13:30～14:00

ひひろろばば
オオーーププンン

ももののづづくくりりCafé
「「ククチチュューールル」」

10:00～11:30

ああややささんんのの

わわくくわわくく

ワワーーククシショョッッププ

13:30－14:30

計計測測日日
10:30－11:30

計計測測日日
13:30－14:30

甚平作り
7/12(火)、13(水) 10:00～14:00
※昼休憩30分 軽食をお持ちください

講師 三笠 美穂さん
場所 ミーティングルーム
定員 4名
託児 一時預かりをご利用ください
持ち物 手ぬぐい3枚
参加費 無料
申込 受付中

7/28(木) 13:30～14:30
あやさんの

わくわくワーク
ショップ
今回のテーマ 「海」

絵の具を使って楽しみま
す。

ひひろろばば幼幼児児

ひひろろばば幼幼児児

ひひろろばば幼幼児児

子子育育ててひひろろばば 7月月ののススケケジジュューールル

対象 1.6才のお子さんから
人数 5名程度
受付 事前に予約が必要です。
（空きがありましたら、当日も可）

おひさまサロンのお知らせ

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です。
☆7月の日程☆
55日日((火火))《ころころクラブ》
（ねんね～寝返り、おすわり）
1199日日((火火)《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::0000
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

芝地区の保健師さんが発育の相談を
行ないます。10:30-11:30


