
火 水 木 金 土

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

パン 

母乳・助産師相談 27(水) 13:30～ 

歯の相談  19(火) 10:30～12:00 

    子育てパートナーじっくり相談  15日(金)  

ひろばお話し会   15(金)・26(火) 13:30～ 

プラレールの日  13(水)  13:30～15:30 

外あそびの日 8(金)  10:30いっぽ出発 

気になる子のサロン 16(土)  10:30～13:00 

あかちゃんとのふれあいあそび 5(火) 13:15～ 

ひろば de １歳児 6(水) 10:15～11:00 

｢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支援者を応援する公共施設です。 

はじめてのいっぽ 8(金)  13:30～14:30 

いっぽを利用したことがない方向けの、いっぽ 

紹介プログラム。自己紹介タイムもあります。 

ねんねサロン 27(水)  10:15～10:45 

２～５ヶ月児とママ対象。ひろばのあかちゃんコー 

ナーでおしゃべり。身長・体重測定もできます。 

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！ お友だちづくりのきっかけにも。 

＜年齢別＞ 

１歳児向けの遊びと、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！ 

２～３歳児のあそび場 22 (金)  

２階の研修室で自由に遊べる時間です。出入り 

自由。13時まで参加自由のランチタイムあり。 

＜対象別＞ 
プレママDAY 5(火) 14:00～ 

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。 

パパおいDAY あそびタイム  23(土)  10:00～12:00 

２階の研修室に遊び場を作ります｡プラレールや 

無限積み木などでパパも一緒に遊びましょう。 

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。 

ふたごの日  26(火)  10:30～11:30 

子どもを遊ばせながらおしゃべりしましょう。 

13時まで参加自由のランチタイムあり。 

＜誰でもＯＫ＞ 

いっぽ近くの公園で、三保ねんじゅ坂プレイ 

パークのスタッフと一緒に遊びます。雨天中止。 

２階の研修室いっぱいにプラレールを広げて 

遊びましょう。 

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。 

２階の相談室で子育てパートナーがお話しを 

聞きます。予約もできます。 
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歯科衛生士さんに、歯の手入れやブラッ 

シングについてなどの相談ができます。 

ぴよぴよ  5(火) ・ 21(木)  10:30～ 

読み聞かせやパネルシアターの練習をしています。 

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！ 

ちょきちょき  21(木)  10:00～12:00 

色紙の工作や絵を描いてひろばの飾りを作ります。 

スイミー 14(木) 10:30～ 

子連れでママが歌を楽しむ時間です。 

 あみあみ  14(木)  13:30～15:00 

いっぽで使う物を、かぎ針を使って一緒に作ります。 

●大型遊具の日 2(土)・12(火) 

ひろばに大型のマットなどを出します。 

体を使って遊ぼう！ランチタイムは２階の研修室で。 

＜申込み方法＞ 氏名・TELを明記し、必要な場合 

は子どもの名前(ひらがな)、保育の有無を明記。 

FAX・Eメール・直接いっぽで申込み。(電話不可) 

ひろば de 1歳児

10:15～11:00 

パン 

パン 

スイミー 

10:30～12:00 

 

外あそび 10:30 出発 

はじめてのいっぽ 

13:30～14:30 

 

サポート入会説明会

10:30～11:30 ★ 

Hello  Foreigners 

ふたごの日 

10:30～11:30 
ねんねサロン10:15 

母乳・助産師相談 
13:30～15:00 

あみあみ 13:30～ 

２～３歳児の遊び場 

10:30～12:00 
パパおいDAY 

あそびタイム 

10:00～12:00 

定例プログラム 

専門相談の日 

ママたちのグループ活動 

10:30～12:00 

 横浜子育てサポートシステム入会説明会 
 
    9(土)・19(火) 10:30～11:30 ★要予約 
 

地域での子どもの預けあいの制度の説明会です。利用 

にあたっては入会説明会に参加し、登録が必要です。 
 
      定員：８名 場所：いっぽ２階研修室 

      申込：緑区支部（いっぽ２階）Tel  982-3521 

ぴよぴよ  

ふれあいあそび 13:15～ 

プレママDAY 14:00～ 

●Hello Foreigners   12(かようび)・23(どようび) 

がいこくせきのひとが りようしやすい ひです。 

おなじくにの ひととも あえるかも？ 

●コンシェルさんに聞いてみよう 
                                       ～預け方講座～ 
 1(金) 11:00～11:30 場所：2階研修室  
  緑区の保育･教育コンシェルジュさんが、 
 子どもの預け方についてお話しします。   
 当日先着15組。お子さん同室の講座です。 

・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。 

Hello  Foreigners 

パン 

みどり助産院の山田みどり先生に、おっ 

ぱいの事、赤ちゃんの事を相談できます。 

歯の相談 

10:30～12:00 

気になる子のサロン

10:30～13:00 プラレールの日 

13:30～15:30  

コンシェルさんに聞いてみよう

11:00～11:30 

ちょきちょき10:00～ 

ぴよぴよ 10:30～ 

高齢者施設訪問 ★ 
10:30 いっぽ出発 

●高齢者施設訪問 ★要予約 
    5(火) 10:30いっぽ出発 定員：5組 申込み：受付中 
 近くの高齢者施設(デイサービスルーム) 
 に行き、いっぽから持って行くおもちゃ 
 などで、リビングで一緒に遊びます。 

おススメ！いっポイント 

グループ交流会★ 

10:00～12:00 

●子育てグループ交流会 ★要予約 
 7(木) 10：00～12:00 場所：2階研修室 
    対象：育児サークル・子育てグループで活 動している人 
                  サークルを立ち上げ たい人(1団体からは2名まで) 
    保育あり12名･6か月以上･無料 
   申込み：受付中(〆切り6/5) 
    グループ同士、情報交換しましょう。 
 気軽にお話しできる交流会です。 

 

リフレッシュ講座 

～名札作り～★ 

13:00～14:30  

●リフレッシュ講座～名札作り～ 
 15(金)13：00～14：30  ★要予約 
  場所：2階研修室  定員：8名 材料費：100円 
  保育：6か月～ 800円   申込み：6/1(金)10時～ 
  ボランティアさんと一緒に、子どもの名札を 
  作ります。見本はひろばやHPで。 

サポート入会説明会

10:30～11:30 ★ 

子育て連続講座①★ 

10:00～12:00  

●子育て連続講座   ★要予約  ＊詳細はHP参照  
 6/20・27(水)・7/6・13・20(金) 10:00～12:00 
 場所：2階相談室  定員：8名  申込み：受付中  
  対象:：横浜市在住の6か月～就学前の子どもを持つ親 
  参加費：500円(全5回分) 
   保育：あり・6か月～・子ども一人につき3,000円(全5回分) 

    子育て連続講座②★ 
  10:00～12:00  

サポート提供会員 
予定者研修会①★ 
＊裏面参照 

サポート提供会員 
予定者研修会②★ 
＊裏面参照 

サポート提供会員 
予定者研修会③★ 
＊裏面参照 

お話し会 13:30～ 

お話し会 13:30～ 

(楽譜代実費) 



横浜子育てサポートシステムは、身近な地域で「子どもを預けたい人(利用

会員)と「子どもを預かる人(提供会員)をつなげ、応援する横浜市の子育

て支援事業です。会員になるには入会説明会に参加し、さらに提供会員

希望者は、“提供・両方会員予定者研修会”でお子さんを安全に預かり、

子どもの発達に合わせたサポートをするための知識等を学んだ後、会員登

録をします。その研修会を 6月にいっぽで行います。子どもと接するのが好き

な方、子育て中の方を応援したい方、ぜひこの機会にご受講ください。 

 

日程：28(木)9:30～12:50／29(金)9:30～14:20 

30(土)9:30～15:15(全 3日間) 

会場：いっぽ２階研修室 

定員：30 名 

対象：入会説明会参加済の方 

申込：受付中 

研修申込書を Fax・郵送・直接いっぽに持参 

＊保育あります。お問い合わせください。TEL 045-982-3521 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いっぽ通信 Vol.130  2018 年 6 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｣を見てね☆ 

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が満載！ 

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 
 
 

 

 

私のお気に入り 

横浜子育てサポートシステムより 

「とこちゃんはどこ」は長男が気に入ってはじめて買った本です。とこ
ちゃんは元気な男の子。とこちゃんはおばあちゃんにもらった赤い帽子

がお気に入りで、どこに行くにもかぶって出かけます。ある日とこちゃ
んはお母さんと一緒に市場に行きお母さんがお友だちと会っておしゃ 

べりを始めると、その間にとことこと 

駆け出してどこかに行ってしまいま 
す。とこちゃんはどこにいるのか、 
お気に入りの赤い帽子を目印に一生 

懸命探す長男。ちょっと目を離した 
隙にどこかに行ってしまうとこちゃ 
んと長男の姿が重なります。どこに 

行ったのか、はらはらしながら我が 
子を探すことを何回も繰り返しなが 
ら親子の絆が深まっていくのを感じ 

られる素敵なお話しです。(Ｋ) 

 

 

 

提供会員・両方会員予定者研修会 

私のお気に入りは、 

ピクサー映画の 

「カーズ」です。 

正直私は興味が 

なかったのですが、 

主人が息子に見せて 

から、毎日見たい！と流 

しているのを一緒に見ているうちに、いつのまにか台詞も覚

えてしまうほどはまってしまいました。特にレースシーンで

はスピード感ある音楽と実況、迫力ある映像で何度見ても飽

きません！  先日ディズニーシーでピクサーのイベントが 

あり、主人公であるマックイーンのパレードを見てきました。

息子より私と主人のほうが盛り上がっていたのは言うまで 

もありません！娘も一緒に見ているのでお気に入りになる 

かも♪ 子どもたちのおかげで、新しいお気に入りを見 

つけることが出来ました！ (洸、志保ママ) 

いっぽでのママたちの活動紹介 

 

おはなし会を訪問しました 

 

 

あみあみ 

５月から始まった「みどりおはなしフェスタ」。緑区 

内で行われているお話し会を２か所・３回以上回っ

てスタンプを集めるとかわいいマスコットがもらえます。今回は「霧

が丘子育てサロン」のおはなし会に行ってきました。お話し会のは

じまりは、参加した親子おすすめの絵本「あかちゃんたいそう」の 

読み聞かせ。お話しが始まると、 

にぎやかだった子どもたちが一斉 

に耳をかたむけました。次にパネ 

ルシアターがはじまり、ボランティ 

アさんと子どもたち、そしてママ 

たちが歌ったりリズムをとったり 

楽しんでいました。とてもステキ 

なお話し会でした♪ 

 

“一緒にあみあみしてみませんか？” 

4月からゆる～く活動をスタートした『あみあみ』では、か

ぎ針を使った編み物を楽しんでいます。出来上がった物はい

っぽで使われる予定です。初めてさんも、ちょっとだけやっ

てみたことはあるんだけど…な方も、まずは基本の編み方か

らスタート。目標は、四角いモチーフを編むこと！最初のう 

ちは、なかなか思い通りに編めず苦戦しつつも、メンバー同 

士で教え合いながらコツコツと進め

ています。お子さんは参加メンバー 

全員で見守りながらの活動です。 

興味のある方は、ぜひ受付に声を 

かけてください。かぎ針、毛糸な 

どの道具は用意がありますので、 

気軽に参加してみてくださいね。 

 


