子育てひろば・乳幼児一時あずかり・トワイライトステイ・ショートステイ等で子育てを応援している施設です
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「真っ黒に日焼けし凛々しいお顔のサッカー少年に成長したご兄弟が、

港区芝5-18-1-102
TEL：03-6435-0411
HP：https://minato-pokke.com/

夕方お母さんと一緒に妹さんをお迎えにきます。受付スタッフが「こんに
ちは！」というと「ちわー」と少し照れた様子。「がんばってるね」と声を
かけると「今日ね、負けたんだ…」と話し始めます。赤ちゃんの頃、一時預か

りをたくさん利用していた兄弟…元気いっぱいで公園を走り回っていたのが昨日の
ようです。将来はサッカー選手になるのかなとワクワクします。オリンピック真っ只中
ですが、思いっきり声援をおくれないのがとても残念ですね。子どものころからの夢の舞台という選手もいることで
しょう。とても身近な会場で命を懸けての勝負をしている選手たちに、Pokkeからも心からエールをおくります。そ
して子どもたちの大きな夢につながりますように…」

おうちじかん

副施設長 小林

手作りおもちゃ販売中！お家の遊びのおともに…

0歳～2歳に人気の絵本を紹介します！
くだもの
おとながつまんで食べる真似

新しい商品がpokke購買に仲間入りしています♪
『手作りの温かさや、工夫して長く使える玩具を、ご家庭
に』という気持ちでスタッフが手作りで作っています。市
販の玩具はすぐ飽きる…とお悩みの方、子どもの“今！”
に合ったおもちゃはいかがですか？

をすると、最初はジーっと見
ていますが、繰り返すうちに
食べる真似をしたり、大人に
食べさせてくれたりと、やり

もぐもぐあおむし▶
指先が器用になってくる１歳半～２歳前後
のお子さんは、やり始めると止まらず何度
も繰り返す姿が見られます♪

とりが楽しい絵本です。

◀おままごとセット
エプロン・おかいものバック・シュシュ
がセットになっています。ごっこ遊びを
楽しむ年齢にはたまらないセットです。
グッズがあるだけで、遊びへの集中力も
高まります。

おしくら まんじゅう
だるまさんシリーズの作者
かがくいさんの絵本。おし
くらまんじゅう、おされて
ぎゅー！のリズムが楽しく、
何度も“よんで！”とリ
ピート必須です♪

ぺんぎんたいそう
ぺんぎんと一緒に息を吸って、はい

キャッシュレスで利用しやすく！

8月～導入予定
一時預かり、トワイライトステイ、ショート
ステイの利用料の支払いに、キャッシュレス
決済を導入予定です。詳しく決まりましたら、
HPにてお知らせいたします。

て、ジャンプして、と体を動かしな
がら読める絵本です。水遊びの前の

届けよう！服の力 不要になった服の寄付をお願いします

準備体操にぴったり♪親子でぜひ体

東京女子学園の生徒たちが服をあつめて
います。集まった服は難民の方に届けら
れます。下着/靴下/帽子以外、サイズは
160cmまででお願いします。
ひろば・つきのへやにてカゴを準備して
います。ご協力お願い致します！

を動かしてみてください！

ひとりで抱えこまないで大丈夫
いつでもご相談ください。
面談･電話･訪問など、みなさんの状況に応じ対応致します
お気軽にお問い合わせください
また、ひろばでは日常的にいつでもご相談お受けいたします

電話相談：毎週金曜（祝日休み）９:00～17:00 無料

Tel:03-6809-3313
育児相談は金曜の相談日以外でも受付しています
対応内容は、より良い支援の為に会話を録音させて頂きます
ご了承下さい

訪問相談：毎週水曜（祝日休み）10:00～12:00 (内1時間)

Tel:03-6809-3313
来館ができない方対象。ご自宅に訪問し、子育ての相談に応じます
料金：1,500円（交通費＋技術料）

お願い
・来館時、大人の方はマスク・靴下の着用をお願いします。

お休み
●子育てひろば 第2・4・5日曜・第4火曜・年末年始
8月 8日(日) ,22日(日) ,24日(火) ,29(日)
●乳幼児一時あずかり 第4火曜
8月 24日(火)
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事前予約制

予約方法：来館、電話
ひろば予約専用電話：03-6809-3313
電話受付日：月～土(第4火曜日除く)と第1･第3日曜日
予約受付：9:00～17:00
予約回数：1週間に3回までご利用可能
利用時間：①10:00～12:00 ②14:00～16:00
予約開始日

利用日

7月 29日(木)

8月 5日(木)～ 8月 11日(水)

8月 5日(木)

8月12日(木)～ 8月 18日(水)

8月 12日(木)

8月19日(木)～ 8月 25日(水)

8月 19日(木)

8月 26日(木)～ 9月 1日(水)

＊9月2日(木)以降の予約に関しては後日お知らせ致します。
また、変更がありました場合は、HPにてお知らせします。
＊右記の時間以外は予約時間内で
お食事・おやつ(お子さんのみ)
を取ることができます。

計測 保健師相談日
8/25(水)
10:30～11:30

お誕生会
8/27(金)

お誕生会

毎週金曜日 午後
第１,２,４水曜日 午前
第３火曜日 午前

保健師さんが月に１度の計測日の午前中
にPokkeに来館。成長･発達･食事など日
頃気になっている事を相談できます。当
日午後も計測のみ行っていますので、お
声がけください。

8月生まれのお子さんのお祝いです。
11:00～ 計測･手形 計測や、お誕生日カードに手形をペッタン♪
11:30～ お誕生日会 是非ご予約ください。

今月の

はおやすみです

コロナ感染予防の為、ランチタイム、コミュニティカフェ、
よる☽カフェ、健康体操はしばらくの間、おやすみです。
楽しみにしていたみなさん、ごめんなさい。

気になる講座やサロンがあれば、
お気軽にスタッフにご相談ください♪
①②③ おひさまサロン
月齢の近いお子さんのパパママで集まりませんか？手遊び・わらべ
うた・読み聞かせ、日々の喜びや悩みを一緒にお話ししましょう♪
【対 象】
① 黄色バッジ
…8/ 2(月) 14:30～ 15:00
② どなたでも参加OK …8/11(水) 14:30～ 15:00
③ ～4ヶ月
…8/16(月) 14:30～ 15:00
【定 員】 5名ずつ
【参加費】 無料
【場 所】 つきの部屋
【持ち物】 なし
【申込み】 7/26(月)10:00～
④ バレエストレッチ 8/30(月) 14:30～15:30
【対 象】 Pokke会員の保護者の方
【定 員】 ５名
【参加費】 無料
【場 所】 つきのへや
【持ち物】 動きやすい服
【講師名】 藤井 敦子さん
【申込み】 7/26(月)10:00～
⑤ baby’sタイム 8/31(火) 10:00～11:30
お子さんと一緒にふれあい遊びのひとときを♪
【対 象】 7ヶ月くらいまでのお子さん
【定 員】 5名
【参加費】 無料
【場 所】 つきの部屋
【持ち物】 お子さん用バスタオル
【申込み】 7/26(月)10:00～
⑥

わくわくワークショップ『絵具であそぼう』
8/31(火) 14:30～15:30
親子で楽しくアートを楽しみましょう♪
【対 象】 Pokke会員のお子さん・または親子
※母子分離が可能な場合は保護者の方は館内でお待ちいただきます

【定 員】
【場 所】
【講師名】

3名
つきの部屋
岡部 彩さん

【参加費】 500円
【持ち物】汚れてもいい服・着替え
【申込み】 7/26(月)10:00～

