
火 水 木 金 土

2 3 4 5 6

9

　　休館

10 11 12 13

16 17 18 19 20

23 24 25 26 27

30 31

母乳・助産師相談 24(水) 13:30～ 

    子育てパートナーじっくり相談  12日(金)  

ひろばお話し会  5(金)・30(火) 13:30～ 

プラレールの日  10(水)  13:30～15:30 

外あそびの日 12(金)  10:30いっぽ出発 

気になる子のサロン16(火)  10:30～13:00 

あかちゃんとのふれあいあそび 2(火) 13:15～ 

ひろば de １歳児 10(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 12(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 24(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 26(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 2(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 27 (土)  10:00～12:00 

２階の研修室に遊び場を作ります｡パパとお子さ 

んのためのプログラム。ママが一緒でもOK。 

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  23(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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ぴよぴよ  2(火)  10:30～12:00 

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 4 (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 11・25(木) 10:30～12:00 

子連れでママが歌を楽しむ時間です。 

 あみあみ  11(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  6(土) 

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。 

ひろば de 1歳児

10:15～11:00 

パン 

 

外あそび 10:30  

はじめて13:30～ 

 

サポート説明会10:30★ 

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 

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 
 
    12(金) 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 

●Hello Foreigners   20(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？ 

   柴田愛子先生の子育て講演会 ★要予約 

●イヤイヤ期がやってきた！ 
 3(水) 10:00～12:00 参加費：無料  

  定員：50名(申込み先着順)  
    ＊保育は定員に達しました。大人の参加のみ受付中。 

 ２･３歳児の気持ちにどう向き合うかのお話しです。 

・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 

気になる子のサロン

10:30～13:00 

プラレールの日 

13:30～15:30  

ちょきちょき10:00～ 

おススメ！いっポイント 

お話し会 13:30～ 

子育て講演会★10:00 
(保育は定員に達しました) 

(楽譜代実費) 

  リユース 

  10:30～ 

(10時より整理券配布) 

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  16(火) 10:30～12:00 

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。 

歯の相談 

10:30～12:00 

パン 

ぴよぴよ 10:30～ 

ふれあいあそび13:15～ 

プレママDAY 14:00～ 
ひろばの通常利用は 

    12:30～です 

名札つくり★13:00～ 

●リフレッシュ講座～名札つくり～ 
 5(金) 13:00～14:30  ★要予約  

  定員：8名(申込み先着順)  材料費：100円 

 保育費：800円（6ヶ月以上) 申込み：9/21(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、ＨＰで。 

スイミー 

10:30～12:00 

あみあみ 13:30～ 

スイミー 

10:30～12:00 

パパ講座★ 

10:30～13:00 

お話し会 13:30～ 

＜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。 

十日市場ハロウィンDAY 

10:00～ 

(詳細は裏面参照) 

●子ども服・子ども用品のリユース 
  19(金) 10:30～ 品物が無くなり次第終了 

  ＊入れ替え制 10:00より整理券配布 
  着られなくなった子ども服など、いっぽに集まった 
  品物を無料で提供します。回収期間：9/13～10/16 

●パパ応援講座 ～パパクッキングで楽しもう！～ 

 27(金) 10:30～13:00  ★要予約  

  定員：12名  材料費：100円 
    申込み：受付中 会場：十日市場地域ケアプラザ 
 パパが作ったお料理をママとお子さんみんなでいただ 
 きます。パパがケアプラザで調理中、ママとお子さん 
 はいっぽで遊んでいても 。   
   

パン 

パン 

ふれあいデー★ 
10:30集合 

●ふれあいデー ★要予約 
  24(水) 10:30いっぽ集合  定員：5組 

   行先： 三保フォーシーズンズヴィラ 
 持ち物：子どもの飲み物 申込み：10/10(水)10時～ 
 レクリエーションや手遊び､歌などを通して 
 高齢者の方と交流しましょう。 
   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

がいこくじんママあつまれ！ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いっぽ通信 Vol.134  2018 年 10 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 
 
 

 

ある日 100円ショップでふらふら 
して色々見ていたら、ママを探す 
男の子が何回も「ママ～」と呼ん 
でいました。しばらくするとママ 
と会えたようで呼ぶ声はとまり、 
今度は「だっこ～だっこ～」と小さい声で数回言っ
ていました。不安だったのでしょう。ママは忙しそ
うにして、だっこはされない様子。売り場は子ども
目線では棚は高く色々な音がして迷います。少し離
れたあとは、ぜひギュッとしてあげてね。大人が思
う以上に子どもは不安です。日頃、子どもの気持ち
を大事にしたいスタッフＯでした。(Ｏ) 

十日市場でこんなことするよ！ 

「草津良いとこ一度はおいで～♪」 

一度では飽き足らず、気づけばもう十回は足を 

運んでいる場所、草津温泉。美味しいうどん、 

舞茸天ぷら、地酒、焼き鳥、温泉饅頭。「お肌 

きれいになったんじゃない？」と言われるほど 

に効果のある、酸度の強いお湯。まるでおばあ 

ちゃんちのような素朴であたたかな宿…。加えて、二万円も 

あれば交通費宿泊費食費を賄え、豪遊（当社比）が可能！ 

嗚呼､草津がわたしを呼んでいる。 

思えばもう何年も訪れていない。 

結婚まもなく子を授かり、今は 

子育て真っ最中。息子が大きく 

なるまでは高速バスは無理かな… 

次に行けるのは果たしていつに 

なることやら…と今日もあの湯 

畑に立ち込める湯気と硫黄の香 

りを夢想するのでした。 

（なつきママ） 

いっぽでこんなことするよ！ 

10/31 
(水) 

10:00 

スタート 

 

 

     十日市場にある施設を回り､写真を撮ったり 

     プレゼントやお菓子をもらっちゃおう！ 
 

     スタートは緑図書館入口のロビー！ 
  ＊図書館ロビーで配布されるスタンプラリーカード 
   を持って、参加施設を回ってください。 
 
【参加施設】緑図書館・十日市場地域ケアプラザ 

      緑ほのぼの荘・ダイエー十日市場店 

      十日市場地区センター・いっぽ 

      ドレッセ横浜十日市場モデルルーム 

 
 

TOHKAICHIBA ハロウィン 
DAY 

 

Y    

 

子育てグループの活動に役立 

つ交流会です。今回は外部 

から講師をお招きし、SNS 

の活用術やブログについて 

お話ししていただきます。 

他のグループと交流する 

時間もあります。 
 

講師：山口良介(NPO法人まちづくりエージェント 

           SIDE BEACH CITY代表理事) 

対象：子育てサークル・子育て支援グループで活動している人  

定員：20 名(申込み先着順・1団体 2 名まで) 

参加費：無料 

保育：無料・定員 10 名(6 ヶ月～・6 ヶ月未満は同室可) 

申込み：10/11(金)10:00～ 

＊申込み方法は表面を参照。 

 

 

「がいこくじんママあつまれ！」は外国籍ママと国際交流に興味 

のあるママとが２Ｆでゆっくり交流できるプログラムです。 

この日は中国人ママ 3 名、国際交流サポーターさん 4 名、 

支援者さん１名が参加。外国籍ママからの「保育園について 

知りたい」との声でいっぽにいる「子育てパートナー」から情報 

提供後、それぞれ交流しました。普段ひろばで会えない方 

たちもお知り合いになれた様子。 

いっぽには月 2 回の「Hello foreigner's day」 

もありますが、いつでも外国籍ママ welcome♪  

また、「こんなことしたら楽しいのでは？」等サポーター 

さんにも企画も一緒に考えて頂けると嬉しいので 

お声かけくださいね😊 

 

いっぽでこんなことしたよ！ 


