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がいこくじんママ 

あつまれ10:00～                     

母乳・助産師相談 15(土) 13:30～ 

栄養相談  21(金) 10:30～11:30 

    子育てパートナーじっくり相談  26日(水)  

ひろばお話し会  11 (火)・21(金) 13:30～ 

プラレールの日  12(水)  13:30～15:30 

外あそびの日 14(金)  10:30いっぽ出発 

気になる子のサロン 21(金)  10:30～13:00 

あかちゃんとのふれあいあそび 4(火) 13:15～ 

ひろば de １歳児 5(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 14(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 26(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･体重のチェックもできます。 

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 28(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 4(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  22(土)  10:00～12:00 

２階の研修室に遊び場を作ります｡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(水)  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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ぴよぴよ  4(火) ・20(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  20(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 13・27(木) 10:30～ 

子連れでママが歌を楽しむ時間です。 

 あみあみ  13(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。 

●大型遊具で遊べる日  1(土)・19(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。 

＜要予約の申込み方法＞  

HPの｢プログラム申込み」ボタン 

より必要事項をご記入の上お申 

込みください。または直接いっぽ 

で申込み。(電話不可) 

右のQRコードからも申込み可。 

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

13:30～14:30 ★ Hello  Foreigners 

ふたごの日10:30 

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 
 
    20(木) 13:30～14:30 ★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 10:30～ 

ふれあいあそび 13:15～ 

プレママDAY 14:00～ 

●Hello Foreigners   11(かようび)・22(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～ 
 6(木) 10:30～11:15 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 

栄養相談 

10:30～11:30 

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

10:30～11:15 

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 

      おじいちゃんおばあちゃんに会いに行こう 

●高齢者施設訪問 ★要予約 
    7(金) 10:30いっぽ出発 定員：5組 申込み：8/25～ 
 近くの高齢者施設(デイサービスルーム) 
 に行き、いっぽのおもちゃで一緒に遊びます。 

おススメ！いっポイント 

●がいこくじんママあつまれ！ 
    ～C'mon Foreigners！～   
   14(きん) 10：00～13:00 いっぽ2Ｆ 
 にほんや しゅっしん(じぶんの)くにでの  
 せいかつを いろいろ はなしましょう。 
 (こそだてや ようちえん ほいくえんのこと) 
 こくさいこうりゅうに きょうみのある にほんの 
  ままも きてね！ おひるごはんを もってきて  
 いっしょに たべる ことも できます。 

 

お話し会 13:30～ 

お話し会 13:30～ 

(楽譜代実費) 

バルーンつくり 

13:30～ 

スイミー 

10:30～12:00 
セブテンバーコンサート 

11:00～/13:30～ 

管理栄養士さんによる、離乳食ワンポイント

アドバイスと個別のフロア相談をしています。 

産後のママの体のことや赤ちゃんのことなど 

気軽に相談できます。マタニティの方もどうぞ。 

●バルーンつくり  予約不要  

       19(水) 13:30～  場所：1階ひろば 
  地域のボランティアさんと作りましょう。  
  

パパ絵本読んで★ 

13:30～ ＊裏参照 

●セプテンバーコンサート  10th 
  29(土)  場所：2階研修室   
 11:00～スイミー(ママたちのコーラスグループ)＆木村真紀 
 11:30～渡辺麻美(シンガーソングライター) 

   13:30～Ensemble Futaba(アンサンブル ふたば) 
  
 ＊地域の方大歓迎！ 大人だけでも入場できます♪ 
        



 
 
英語､韓国語､中国語などどんな言語でも、カタコト

でもＯＫ！ 「外国語少しでも分かるよ！」というマ

マ、いっぽのひろばで外国人ママへの橋渡しをしてくれ

ませんか？ 日本語の分から 

ない外国人ママはとても助 

かります。興味のある方は、 

いっぽまで気軽にお問合せ 

ください。お待ちしています♪ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

いっぽ通信 Vol.133  2018 年９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:https://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 

私のお気に入り 

私のお気に入りは絵本のノンタンシリーズです。 

自分が子どものときによく読んだのですが、息子が

産まれて絵本を買うまですっかり忘れていました。

かわいいキャラクターのイラスト、やさしいストー

リー、感情豊かな台詞、読んでいて心があたたかく

なる絵本です。赤ちゃん版もあるので子どもが小さ

いときからもおすすめです。息子もノンタンの絵本

が好きで、よく本を持ってきて読んでいます。自分

が幼い頃に読んでいた絵本を自分の子どもが読ん

でいるのは不思議な感じがします。これから息子は

いろいろな本に出会うと思います。お気に入りの 

一冊が見つかりますように。(ゆきママ) 

外国語話せるママ募集中！ 

いっぽのＨＰがリニューアル！ 

 

初夏にうす紫の花を咲かせるじゃが芋、夏に大きな葉っぱにこ

ろころ露玉を遊ばせる里芋、どちらもステキですね。そして食べ

ればこれまた美味しいお芋ですが、その出来方について考えて

みましょう。たね芋を畑に埋めると、じゃが芋は親自身が養分を

与えて子芋が育ち、親芋はやがて朽ちてしまいます。一方里芋

は子芋が育っていくと共に、親芋もどんどん立派に肥えていき、

お仲間の八ツ頭などは、子芋を 

抱えそれはそれは見事な肝っ玉母 

さんになるのです。 

親も子もふくよか～、皆さん 

里芋母さんを目指しましょう！ 

(子育てサポートＭ) 

 

 

 いっぽでこんなことするよ！ 

キヨノサチコさく・偕成社 

いっぽのホームページがリニューアルしました。以前のものより見やす

くなったかと思います。区内の子育て情報も見ることができます。 

スマートフォンにも対応していますので、ぜひチェックしてみてください

ね。なお、講座やイベント等の申込みが、HP からできるようになり

ました。トップページの「プログラム申込み」 

ボタンを押すと、今現在申込みができるプロ 

グラム名がでてきます。その下に保育用の 

保育票もダウンロードできます。 

こちらの QR コードから HPが見られます。 

柴田愛子さん子育て講演会 
 

イヤイヤ期がやってきた！ 
～そんな時、子どもたちの気持ちって？～ 

自我が発達してくる２,３歳児のころはやりたい気持ちがいっぱいで、なんでも 

自分でしたいし、なんでもイヤ！という時期です。そんな時、どう子どもと向き 

合えばいいか、子どもたちの心に寄り添い、子どもの気持ちを大人に伝えている 

柴田愛子さんに、お話しいただきます。 
 

日時：10/3(水) 10:00～12:00 

会場：いっぽ２階研修室 参加費：無料 

講師：柴田愛子さん(りんごの木代表・保育者) 

対象：主に２,３歳児のお子さんの保護者・支援者 

定員：50名 ＊事前申込み先着順 

保育：20名 6か月～、5か月以下のみ同室可 ＊事前申込み先着順 

保育費：1,000円   申込み：9/12(水)10:00～  

いっぽでこんなことするよ！ 

リユース品の回収をします 
毎年大好評の「子ども用品リユース」。今年もやります！  

リユースはみなさまの寄付で成り立ちます。品物の提供にご協力をお願いします。 
 

回収期間：9/13(木)～10/16(火) 
大物（チャイルドシート等)は 10/6(土)～10/16(火) ※いっぽ休館日を除く 

「子ども用品リユース」  開催日:10/19(金)10:30～入替制 

※当日 10:00～整理券配布     詳しくはチラシ・HP をご覧ください。 

 

パパ、一緒に子育て楽しみましょう！(2回連続) 

 

第１回 9/22(土) 13:30～14:30 「パパ、絵本読んで！」 会場：いっぽ２階研修室    

      絵本作家こがようこさんの講座です。最後にパパも絵本を読みましょう。 

      対象：パパとお子さん(ママも一緒に参加可) 参加費：無料 

第２回 10/27(土) 10:30～13:00 「パパクッキングで楽しもう！」 会場：ケアプラザ 

      パパがお料理中、ママとお子さんはいっぽのひろばで遊んで待ちます。お料理がで 

きたらケアプラザに行き、いっしょに食べます。 対象：パパ  材料費：100円 

定員：12組 2回連続で参加できる方 

申込み：8/21(火)10:00～9/20(木)17:00 

（科 

 

<要予約の申込み方法＞ 

HP トップページにある「プログラム申込み」ボタンより 

イベント名を選び、必要事項をご記入の上、お申込 

みください。または、直接いっぽのひろばで。 

右の QR コードがらもお申込みできます。 

 

 


