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緑区
地域子育て支援拠点いっぽ

2017年 5月号

23

「緑区地域子育て支援拠点いっぽ」は、未就学のお子さんがいる家庭と子育て支援者を応援する公共施設です。

　

通信

　

65

いっぽ利用者さんたちが、いろいろな活動をしています。
どの活動もメンバー募集中。いつでも見学 OK です！

専門相談の日

ふれあいあそび
13:15 ～13:45

はじめてのいっぽ
13:30 ～14:30

お話し会 13:30 ～ 大型遊具で遊べる日

外あそびの日
10:30いっぽ出発

ふたごの日
10:30 ～11:30

パン

パン

ママたちのグループ活動

おススメ！いっポイント

緑区地域子育て支援拠点

・プログラムや相談等がある時間帯でも、ひろばは通常通り利用できます　★は要予約です
・火曜日 12 時くらいから 20 分くらいまで、地域の作業所のパン販売があります。　　

定例プログラム
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　　栄養相談　
10:30 ～11:30

　　　　

2～3才児のあそび場
10:00 ～11:30

気になる子のサロン
13:30 ～15:00 

大型遊具で遊べる日

ひろば de1 才児
10:15 ～ 11:00

三保ねんじゅ坂公園
プレイパークへに行こう 
9:55十日市場駅集合★

サポート入会説明会
10:30 ～11:30 ★

ちょきちょき　11 （木）　10:00 ～ 12:00

   休館

子育て相談 14:00 ～

子育てサポートシステム　入会説明会
13（土）・31（水）　10:30～11:30　要申込

定員：６名　要予約　場所：いっぽ２階研修室

申込　緑区支部（いっぽ2階）　tel 982-3521

お話し会　13:30 ～

31

絵本ひろば 
10:00 ～15:30

プラレールの日
13:30～15:30

 ぴよぴよ　5( 火 ) ・ 21( 木 )　10:30 ～

読み聞かせやパネルシアターなど、みんなで練
習し、いっぽのイベントで発表しています。

ひろばにあるボードの飾りつけをしています。
色紙を切ったり、絵を描いたり工作しています。

歌うことで心もリフレッシュ！ 今月 25 日は
高齢者施設を訪問して歌います。

スイミー  11 ・ 25 （木） 10:30 ～ 12:00

 ぴよぴよ　2 （火）　10:30 ～ 12:00

パパおいDAY

あそびタイム
10:00～12:00

ママボランティア打合せ
10:00 ～12:00★
（募集中 詳細裏面）

スイミー
10:30 ～12:00

母乳・助産師相談 
13:30 ～15:00

手作り絵本講座① 
10:00～12:00★

離乳食ワンポイントアドバイスと個別のフロア
相談です。【今月は曜日変更・第 3 火曜開催】

産後のママの体のことや赤ちゃんの事など気
軽に相談できます。マタニティの方もどうぞ。

子育てのちょっとした不安や疑問など相談で
きます。（担当：和泉短期大学・平田美智子先生）

＊子育て相談は、２階の相談室で個別相談ができます。

メール・ひろばで予約受付も可。

子育て相談　26 （金） 14:00 ～ 16:00

栄養の相談　16 （火） 10:30 ～ 11:30

母乳 ・ 助産師相談　24 （水）　13:30 ～

あかちゃんとのふれあいあそび
　　　　2（火）13:15～13:45　

プレママＤＡＹ　2（火）14:00～

手遊びなどみんなで一緒に行い、あかちゃんと
遊ぶヒントに！ お友だちつくりのきっかけにも。

初めての出産を控えた方向け。先輩ママに子育
ての様子やベビーグッズの話を聞きませんか。

ボランティアさんによる、絵本・わらべうた・
季節のうたなど、ひろばで楽しみましょう。

近くの公園で一緒に遊びます。雨天中止。
（協力：三保ねんじゅ坂公園プレイパーク）

いっぽを利用したことがない方向けの、お友達
作りプログラム。自己紹介タイムもあります。

子どもの発達のことで気になることや不安に
思うことを、参加者同士で話すサロンです。

子どもをあそばせながら、多胎児ならではの
子育ての話しなどおしゃべりしましょう。　　

１才児向けの遊びと、ママのおしゃべりができ
る場を作ります。ひろばのコーナーに集まれ！

2 階の研修室で 2 ～ 3 才児が自由に遊べる時
間です。出入り自由なので気軽にどうぞ！

2 階の研修室に遊び場を作ります。プラレール
や無限積み木などパパも一緒に遊びましょう。

ひろばお話し会　9（火）・19（金）13:30～

外あそびの日　12（金）10:30いっぽ出発

はじめてのいっぽ　12（金）13:30～14:30

ふたごの日　23（火）10:30～11:30

ひろばde１才児　24（水）10:15～11:00

パパおいDAY　27（土）10:00～12:00

気になる子のサロン　13（土）13:30～15:00

２～３才児のあそび場 26（金）10:00～11:30

で～

   休館   休館

パン

ぴよぴよ 10:30～

子育て支援者向け
おはなし教室 
10:00～12:00★

　　　手作り絵本② 
10:00～12:00★ ～スイミーと行く～

ふれあいデー★
10:45いっぽ出発

サポート入会説明会
10:30 ～11:30 ★

●コンシェルさんに聞いてみよう
　30 （火）　13:30 ～ 14:30
　当日先着 15 組　　　
緑区の保育・教育コンシェルジュさんによる、
子どもの預け先についてのお話しです。

●三保ねんじゅ坂公園プレイパーク
　　　　に遊びに行こう！　★要申込

　17 （水） 9:55 十日市場駅南口集合
　定員 ： 10 組　　申込 ： 5/9 10 時から受付開始

森と川に囲まれた自然豊かな場所で、泥ん
こ、ままごと、水遊び、木登りなど自然を
感じながら遊ぼう！（雨天中止）

～みどりおはなしフェスタ～

お話し会を回るスタンプラリーや講座を行います。
詳しくはフェスタのチラシでチェック！！

 手作り絵本講座 （連続３回）★要申込

 ～わが子に贈る世界に一つだけの本～
　　17 ・ 24 ・ 6/7 （水） 10:00 ～ 12:00　
　　定員 ： 6 名　　材料費 ： 1000 円
　　保育 ： 3000 円 （3 回分）　
　　申込 ： 4/25　10 時より受付開始

 絵本ひろば
　　18 （木） 10:00 ～ 15:30　２階研修室

  0 ～ 3 歳向けの絵本を自由に楽しめる出入り自由   
  のスペース。 図書館司書などに絵本選びについ
  て聞くことができます。 ミニおはなし会もあるよ！
　　11:00 ～おはなしサンタ ・ 13:30 ～いっぽ

 子育て支援者向け　おはなし教室　★要申込　

　　19 （金） 10:00 ～ 12:00　　定員 ： 30 名
　　材料費 ： 100 円　保育有 （有料）　詳細はチラシで

コンシェルさんに聞いてみよう
13:30 ～14:30

●ふれあいデー～高齢者施設訪問～

　25 （木） 10:45 いっぽ出発　★要申込

　定員 ： 5 組　申込 ： 5/11　10 時より受付開始

バスで三保にある施設に行き、スイミーと
一緒に歌をうたって高齢者と交流します。

< 申込方法 >　氏名・TEL・保育希望の有無・子どもの名・
月年齢を明記の上、FAX・E-Mail または直接ひろばまで。

●保育付き子育て連続講座
～子育てを見つめ直す自分時間～ ★要予約

　6/20 （火） ・ 30 ・ 7/7 ・ 14 ・ 21 （金） 
　10:00 ～ 12:00　　定員 ： 8 名　保育付き
　参加費 ： 3000 円 （5 回分）　5/11 から申込受付

子育ての悩みや不安についてママ同士経験談や
アイデアを聞き合います。ティータイムつき！

バルーン作り13:40 ～



 
 

 

 

 

 

 

いっぽで開催している、おしゃべりサロン｢しゃべってリフレッシ

ュ｣の企画運営に、今年度協力してくれるママを募集中！｢自分

だったらこんなこと話してみたい」｢こうやって PR すると人がた

くさん来てくれるかも｣など、ママ目線のアイデアをどんどん生

かしていってほしいと思います。子ども連れで参加できます。 
 

日時：初回打合せ 5月 16 日(火) 10:00～12:00 

    ＊6 月以降は、10 月を除き毎月 1 回(火曜か水曜)開催予定

途中欠席ＯＫ 
 
内容：サロンのテーマ決め・各サロンへの参加・いっぽ通信など 

への掲載記事作成等 
 

期間：2017 年 5月～ 

  2018 年 3 月まで 
 
場所：いっぽ 2 階研修室 
 
問合せ・申込み：いっぽ受付 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いっぽ通信 Vol.116    2017 年 4 月号 
 
緑区地域子育て支援拠点いっぽ（運営:NPO 法人グリーンママ） 

 
〒226-0025 横浜市緑区十日市場町 817-8 

Tel:045-989-5850  fax:045-989-5851 

Email:kosodate@midori-ippo.com  URL:http://www.midori-ippo.com 
 

<ひろば利用案内＞ JR 十日市場駅南口徒歩３分 

 開館：火曜日～土曜日 10:00～16:00 

 休館日：日曜日･月曜日･祝日･年末年始･月曜日が祝日の場合､翌火曜日も休館

対象：未就学児とその親  利用料･登録料：無料 

 

 

＜おしらせ＞ 
横浜市に｢暴風警報」
｢大雪警報｣が発令し
ている時、いっぽは臨
時休館となります。 
いっぽのホームページで
もご案内します。 
気象情報等にご注意く
ださい。 

｢ちょっときいて！｣「知りたいな」 

｢困ったわ･･･｣など、あなた 

のお話を聴かせてください。 

予約もできます。 

Tel 045-272-5643 

 

いっぽのひろばにいます 

横浜子育てパートナー 

WEB サイト｢みどりっこひろば｣を活用してね☆ 

WEB版 緑区の子育てガイド「みどりっこひろば」は 

緑区内の子育て情報をカレンダーやマップで紹介して 

います。メルマガも発行しています。ぜひ一度 

アクセスしてみてくださいね。 
 
 

みどりっこひろば     検索 
 
 

 

 

寝る前の読み聞かせを通して、たくさんの絵本に出会った我が家。特に表紙に派手な

色の大きな青虫が描かれている｢はらぺこあおむし｣が子どもたちのお気に入りで、何度

も∞繰り返し読みました。小さな青虫は葉っぱだけではなく、ペロペロキャンディやチョコレ

ートなど様々なものを食べますが、本にはまるで本当に食べたかのような小さな穴が開 

いています。子どもたちは私の言葉に合わせてその穴に指を入れてムシャムシャと食べた 

真似をしていました。やがて青虫は大きくて太っちょのさなぎにな 

ります。毎回この場面では親子でちょっとドキドキしてゆっくりとペ 

ージを開き、色鮮やかな蝶々に 

出会い、ニコニコして眠りにつき 

ました。ちょうどその頃さなぎにな 

りたての本物の青虫を庭で見つ 

けて蝶になる様を親子で見守っ 

たことも良い思い出です。 

(本当は虫が苦手な O) 

 

 

私のお気に入り 

 

娘のお気に入りは「お店やさんごっこ」。八百屋、アイス屋、コーヒ

ースタンド、店長（２歳）はレジ打ち、品出し、呼び込みと大忙し。

ママは散らばる商売道具にエンドレスのお片づけ「は～（溜息）」。 

そこで、ネットで見つけたお店やさんを 

作ることにしました。材料は安いカラー 

ボックス以外は全て 100円ショップで揃 

う手軽さもポイント。イメージを膨らま 

せつつ”大人買い”する爽快感たるや！ 

組み立てはお昼寝の間、手動の工具で出 

来る程に実は簡単でした。ドーナツやピ 

ーマンも、スノコの棚では可愛いディス 

プレイ?!  お片付けはとっても簡単。何 

より店長の笑顔は 100倍！このお店、最 

近「私のお気に入り」です。(時給 0円バ 

イト兼しおんマーケットの常連客) 

 

100均活用でお店やさんごっこを 100倍楽しく 

 

    

今年の 3月末で開所 10周年を迎えたいっぽのひろばでは、 

バルーン作りやスイミーミニコンサート、スタッフのパネルシアタ 

ーとハンドベル演奏が行われました。 

3/24(金)には緑公会堂で 10周年記念 

公演・ヒネモスの「不思議な箱の鍵」 

を上演。ヒネモスの音楽と天野耕太さ 

んの曲芸で会場は大盛り上がり｡素敵 

な 10周年を迎えることができました｡ 

当日緑公会堂のロビーに展示されてい 

た、いっぽ 10年のあゆみは、いっぽひ 

ろばでファイルの形で閲覧できます。 

おしゃべりサロン 

企画・運営メンバー募集！ 

 

 

いっぽ 10周年記念公演が行われました 

町田在住、８歳の娘がおります。母親になってから保育の 

短大に通いました。現在は母校の大学で子育て広場の 

お手伝いもしています。 

今回いっぽでもお子様の成 

長を一緒に見させて頂ける 

ことに感謝しております。 

まだまだわからない事だら 

けですが、どうぞよろしくお 

願いいたします。(原田綾桂) 


