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母乳・助産師相談 26(水) 13:30～ 

    子育てパートナーじっくり相談  12(水)  

ひろばお話し会  4(火)・21(金) 13:30～ 

プラレールの日  26(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18(火)  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)  

＜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  29(土)  10:30～11:30 

子どもを遊ばせながらおしゃべり。13時まで

参加自由のランチタイムあり。パパもどうぞ。 

＜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。どんな相談もOK。 
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ぴよぴよ 4(火)・20(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 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(木)・27(木) 10:30～12:00 

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  13(木)  13:30～15:00 

かぎ針を使って、おしゃべりしながら楽しく 

ニット小物を作っています。初心者歓迎。 

●大型遊具で遊べる日  8(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 

 

外あそびの日 

10:30出発 

はじめてのいっぽ 

13:30～ 

 

ふたごの日10:30～ 

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 
 
5(水)・21(金) 10:30～11:30    定員：８名 
 
 職場復帰するママのための 入会説明会 
 
15(土)10:00～11:30  定員：10名 
 
 どちらも要予約★    詳細は裏面で。 

 申込み：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 

10:30～ 

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。 

ふれあいあそび13:15～ 

プレママDAY 14:00～ 

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。(電話

不可)右のQRコードからも申込み可。 

パン 

●mamaのしゃべりば   予約不要 

  18(火) 11:00～手話でおしゃべり＆歌おう！    
手話が初めての人でも大丈夫！楽しくおしゃべり 

しましょう。 

 
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。 

パン 

サポート入会説明会 

10:30～★ 

  ねんねサロン 

  10:15～ 

プラレール13:30～ 

ぴよぴよ  
10:30～ 

ぴよぴよ 10:30～ 

あみあみ 13:30～ 

スイミー 

10:30～ 

スイミー10:30～ 

サポート入会説明会 

10:30～★ 

ママ☆ダン 

※定員10名要予約 

※持ち物はHP参照  

13:00～14:00★ 

手形作り★ 

13:30～16:00 

※受付は〆切ました 

外国人ママあつまれ 

10:30～12:30 

●がいこくじんママあつまれ！ 
   7(金) 10：30～12:30 いっぽ2Ｆ   
いっしょに かんたんなチョコの おかしを  

つくりましょう。     

名札つくり★13:00～ 

●リフレッシュ講座～名札つくり～ 
 7(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：1/24(金)10時～  
子どもの名札作りです。 見本はひろば､HPで。 

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。   職場復帰するママ 
  のためのサポート 
  入会説明会 10:00～★ 

森のアロマテラピー 

講座 13:30～★ 

   

●森のアロマテラピー講座 ★要予約 

 22(土) 13:30～14:45    

  定員：10名 材料費：600円 ※子ども同室参加 

  申込み：2/8(土)10時～ 
 
ブリザードフラワーなどを飾ったアロマストーンを 
作ります。作った後はハーブティーでリラックス。 
 

●緑区子育て支援活動事業補助金の説明会 
    6(木) 10:00～12:00 ★要予約  
   緑区こども家庭支援課に直接申込み Tel   930-2332  
  子育て支援のために交流活動などを行う団体 
 に対する区の補助金制度の説明会です。 
 

緑区子育て支援活動    

事業補助金の説明会

10:00～★ 

mamaのしゃべりば 

11:00～ 

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。 

音～sounds練習日    
10:30～11:30  

音～sounds練習日    
13:30～14:30  

音～sounds練習日    
13:30～15:00  



 
 

 

 

 

 

｢横浜子育てサポートシステム｣は、地域の会員さんに子どもを預けら

れる制度です。利用にあたっては入会説明会に参加し、登録が必要

となります。通常の入会説明会の日程は下記の通りです。 

緑区内の「つどいの広場」でも説明会を行います。 

●入会説明会 ★要予約 
・いっぽ         2/5(水)・21(金)  10:30～11:30 

・はなまる        2/28（金）10:30～11:30 

・ながつたパオパオ   3/5（木）10:30～11:30 
 

●職場復帰するママのための入会説明会 ★要予約 
通常の入会説明会のあとに、職場復帰した先輩ママに 

仕事と家事･育児の両立についての体験談を聞く 

時間(11:00～11:30)を設けています。 
 
2/15(土) 10:00～11:30 
 

※どちらも受付中。 

 申込み：緑区支部(いっぽ 2階) Tel 982-3521 

       または HP より 
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いっぽ通信 Vol.150  2020 年 2 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

 横浜子育てサポートシステムより 

 
私は旅行が大好きです。学生時代 

から子どもができるまで、国内外 

色々な所へ旅行しました。 

子どもが生まれてからは、大きく 

なるまでいけなくなるかな～と 

諦めていたのですが、調べてみる 

と赤ちゃんウェルカムなホテルが 

たくさん！ 年に数回、家族で行 

く旅行が今では一番の楽しみです。 

でも、子どものいない頃の気楽な 

旅行とは違って、荷造りも旅行中も、 

家に帰ってきてからの片付けも大変。 

気がついたらリフレッシュの為の旅行のはずが、普段の 

生活よりも疲れて帰ってきていることも多々。それでも、 

旅行先でみれる子どもたちの楽しそうにしている笑顔は、 

私の一番のお気に入りです♪ (めいてっぺいママ) 

 

  
 

 

｢みどりおはなしフェスタ｣ 応援リレーコラム 
今年も 

５月に 

開催予定！ 

 

 

 

 利用者パパたちの活動紹介     

小さい男の子が 1人で、おばあちゃんの家に行くお話です。ほの 

ぼのとした絵は林明子さんが描いています。まっすぐまっすぐ行 

くとスムーズに着くはずが初めて見る物に 

興味を持ち「これなんだろう？」と立ちど 

まるうちに方向が…。色々な発見や体験を 

しながら進み、最後は無事におばあちゃん 

の家に辿り着きます。心にたくさんの「？」 

がある子どもたち。時には子どものペース 

に合わせてじっくり付き合ってあげること 

の大切さを気づかせてくれる一冊です｡ 

（ひろばスタッフＹ) 

 

～子どもの世界を広げてくれた絵本～ 

「 」 

 

３月にこんなことするよ！ 

認知症サポーター養成講座  ★要予約 

十日市場のキャラバンメイトさんによる講座です。 
認知症に対する正しい知識を持ち、子育て中のママにもできる手助けは 

何なのか、などのお話しを聞きましょう。 
 
日時：3/11(水) 10:30～11:30  場所：2階研修室 
定員：25名（親子同室で参加)   参加費：無料 
申込み：2/26(水) 10:00～ HP より 
  

レッツ！楽しくブラッシング  ★要予約 

｢仕上げのブラッシングのいやいや期｣を乗り切るコツ、見つけませんか？  

ハハ歯サポート隊の三人の歯科衛生士さんが来て、お手伝いしてくれます。
保育園・幼稚園のお子さんもどうぞ。 
 
日時：3/7(土) 13:00～14:00  場所：２階研修室 
定員：15組  対象：年齢制限なし 

持ち物：ハンドタオル・いつも使っている歯ブラシ 
申込み：2/22(土) 10:00～ HP より 

昨年 9月のセプテンバーコンサートをきっかけに結成された、 

いっぽの利用者パパたちのよる演奏グループ「音
おと

～
～

sounds
さ ん ず

」。 

それぞれ得意な楽器を持ち寄っての演奏は、セプテンバーコンサ

ートで大好評でした。せっかく集まったパパたちの素晴らしい演

奏を１回で終わらせるのはもったいない！ ということで、そのま

ま練習を続け､12月の「緑ほのぼの荘のクリスマス会」でも 

地域の方々に向けて、演奏を 

披露することができました。 

３月のホワイトデーに、いっ 

ぽのひろばでミニコンサートを 

行う予定で、メンバー再募集中 

です。見学も大歓迎！ 練習日 

を HPのカレンダーでご確認 

の上、直接お出でください。 

 

私のお気に入り 
利用者さんによる 
リレートークです！ 


