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母乳・助産師相談 25(水) 13:30～ 

    子育てパートナーじっくり相談  11(水)  

ひろばお話し会  6(金)・24(火) 13:30～ 

プラレールの日  25(水)  13:30～15:30 

外あそびの日 13(金)  10:30いっぽ出発 

気になる子のサロン18(水)  10:30～13:00 

あかちゃんとのふれあいあそび 3(火) 13:15～ 

ひろば de １歳児  4(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(土)  10:30～11:30 

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 25(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 27(金)  

＜対象別＞ 

プレママDAY 3(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 21(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。パパママ一緒でもOK。 

ふたごの日  24(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 

聴きます。予約もできます。 

2019年 12月号 

 vol.148 

ぴよぴよ 19(木)  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 5(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 5(木)13:00～・12(木) 10:30～ 

子連れでママが歌を楽しむ時間です。 

楽譜代実費。 

 あみあみ  12(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。初心者歓迎。 

●大型遊具で遊べる日  11(水) 

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 

 

外あそびの日 

10:30出発 
はじめてのいっぽ 

10:30～ 
 

ふたごの日10:30～ 

  ねんねサロン 

  10:15～ 

助産師相談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 
 
    7(土)・17(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 

・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。 

気になる子のサロン 

クリスマス会 

10:30～★ 

プラレール13:30～ 

ちょきちょき 

10:00～ 

おススメ！いっポイント 

お話し会 13:30～ 

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。 

パン 

ふれあいあそび13:15～ 

プレママDAY 14:00～ 

スイミー 

13:00～14:30 

あみあみ 13:30～ 

スイミー 

10:30～ 

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。(電話不可) 

左のQRコードからも申込み可。 

パン 

ぴよぴよ 10:30～ 

しゃべりば11:00～ 

●mamaのしゃべりば   予約不要 

   3(火) 11:45～手話で歌おう！ 
  10(火) 11:00～手話でおしゃべりしてみよう！ 
   
※内容の詳細はHPをご覧ください。  

サポート入会説明会 

10:30～★ 

 
定例プログラムや相談の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。 

12/29(日)～1/3(金)まで、いっぽは年末年始休館となります。 

パン 

パン 

  大掃除のため 

  開館時間 

10:00～13:00 

 

※お昼は食べられます 

●ぴよぴよクリスマスおはなし会 
  3(火) 11:00～  ２階研修室 

   クリスマス 

おはなし会11:00～ 

しゃべりば11:45～ 

●リフレッシュ講座～クリスマス 

       アレンジメント(トピアリー)作り～ 
 4(水) 10:30～11:30  ★要予約  

  定員：8名(申込み先着順)  材料費：1,000円 
 保育費：800円（6ヶ月以上) 申込み：11/20(水)～ 
   
木の実や花などを使って、クリスマスの飾り 
を作ります。見本はHPでご覧ください。 

クリスマスアレンジメ

ント(トピアリー)作り 

10:30～★ 

サポート入会説明会 

10:30～★ 

子どもの発達のことで気になることや不安に思う 

ことを話すサロン。今月はクリスマス会。要予約。 

２階の研修室で出入り自由で遊べます。13時まで 

ランチ使用でき、今月は４歳以上も参加可。 

スイミークリスマス 
ミニコンサート11:30～ 

●スイミーミニコンサート 
  12(木) 11:30～  1階ひろば 

●気になる子のサロンクリスマス会  
  18(水) 10:30～13:00     ★要予約 
  参加費：1家族300円  会場：２階研修室 
 
ハンドベルの演奏と簡単工作。ハンドベル 
は、11:40頃からひろばでも演奏します。 

※他にも、クリスマスのプチイベントが 

 各プログラムの中でもあります。 



＜12月の横浜子育てサポートシステム会員向け講座＞ 
 
●「スクラップブッキングでクリスマスカード作り」：全会員向け 

●保育付き「ヨガでリフレッシュ」：利用会員向け 
 
※横浜子育てサポートシステムの会員になると、いろいろな 

講座等に参加することができます。 

※詳しくは、サポート事務局まで。 Tel 045-982-3521 

 

 
 

 

 

 

 

サポートシステムの会員交流会で、よこはま動物園ズーラシアに行って来ました。

利用会員３組と提供会員１名の参加があり、遠足の小学生に混ざってゾウ、

ライオン、サルなどを見て回りました。メインにした「バードショー」では目の前を通る

鳥の羽ばたきにビックリ！お子さんたちもパチパチと上手に拍手して喜んでいまし

た。ママが写真を撮りたい時には「おいで～」と、 

提供さんのお膝に抱っこしてもらい、ご機嫌な 

様子も見られました。 

「１人では来られない場所だったけれど、 

皆さんと一緒だったので楽しく回れました。」 

「子育て中に誰かの手を借りることも大切だ 

と思いました。」などの感想をいただきました。 

今後もサポートシステムが身近な制度と感じ 

てもらえる企画を考えたいと思います。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

いっぽ通信 Vol.148  2019 年 12 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 

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 
 
 

 

IPPO

私のお気に入り 

利用者さんによる 
リレートークです！ 

いっぽのママボランティアさん活動中！ 

 スタッフからの「お役立ち情報」 

 横浜子育てサポートシステムより 

                 
いっぽの利用者ママさんたちの中で、一番下のお子さんが幼稚園や小学校

に通うようになり少し時間ができて、いっぽでボランティアをしてくれて

いるママたちがいます。いっぽの定例プログラムの“ねんねサロン”や 

“あかちゃんとのふれあいあそび”､“ひろば de 1歳児”などでお子さん

の見守りをしてくれています。“リユース”では仕分けしてレイアウトを

考え、当日は大勢の利用者さんの対応などで大活躍でした！  

様々な能力を発揮してくれるママたちの力に、とても助かっています。 

自分もちょっと時間あるなあ･･･というママ、ぜひママボラ活動してみま

せんか。受付にお声掛けくださいね。お待ちしています。 
 

※活動しているママボラさん 

たちからは、こんな声が･･･ 
 

｢久々にふわふわの赤ちゃんを抱っ  

こして幸せな気分になりました。｣ 

｢小さな子の相手をすることで初心 

に帰り､改めて自分の子どもも愛お 

しく感じることができました。｣ 

「利用者ママたちの手助けが少し 

でも出来ると嬉しいです。」 

 

ほのぼの  
クリスマス  

 

 

 地域でこんなことするよ！ 

十日市場地域ケアプラザ・ 

緑ほのぼの荘・緑図書館・ 

いっぽが合同でクリスマス会を行います。お子さんから高齢者の 

方まで、どなたでも参加できて楽しめるクリスマス会です。 

みんなで音楽や歌、おはなし会などをいっしょに楽しみましょう！ 
 

会場：緑ほのぼの荘(緑図書館３階)   定員：60名 

申込み：電話にて受付中 

十日市場地域ケアプラザ 985-6321 

      または  緑ほのぼの荘  985-6323 

※いっぽ１階ひろばの受付でもお申込みできます。 

 

長い間工事中だった南町田グランベリーパークがオープ

ン。その中にある鶴間公園も新しくなりました。以前の鶴

間公園の良さを残しながら子どもたちが安心安全で遊べる

ように生まれ変わりました。多くの木々に囲まれた森には

ワクワクする遊具があり、シートを広げてピクニックが出

来たり、田園都市線の電車も間近 

で見る事が出来ます。親子で 

たっぷり１日遊べます！子ども 

の遊び場としておすすめスポッ 

トになること間違いなしです！ 

(ひろばスタッフＨ) 

我が子語録メモ 
 

書いてあるまんまの物ですが、我が子の発言を 
メモしたものです。日本語習得中の今だから 

こそ、「こんな言葉を覚えたんだ！」「こんな言い間違 
いして可愛い」と思ったものをメモしています。最初 
は、母子手帳に書いていたものの、しだいに母子手帳 
を出すのも面倒になり、卓上メモになりました。 
日々、家事やら育児やらに追われていると、どうしても 
イライラやらモヤモヤがたまりませんか？ 

特に我が子のイヤイヤや自己 
主張にはうんざり… 
しかし、このメモのお 
かげでクスッと笑えたり、
イライラが吹き飛んだ 

  りしています。 
(どんぐり星人) 


