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    サロン★10:30- 
対象：２か月～5か月 
申込6/29～ 

 いっぽカレンダー 2022年 7月号 
 
 

 
 

あかちゃんとのふれあい 
あそび★ 13:15-14:00 
対象：６か月～1歳まで 
10組：申込受付中 

１歳児あつまれ！★ 
10:15-／11:15- 
各10組：申込受付中 

     ねんねサロン★ 
     10:30-11:00 
対象：２か月～5か月 
10組：申込7/8～ 

はじめてのいっぽ★13:30- 
６組：申込6/28～ 

公園であそぼう！ 
(十日市場石田公園) 
10:30現地集合 
 

mamaのしゃべりば★ 
●手話でおしゃべり 
10:30-11:30 
8組：申込7/12～ 

ひろばおはなし会14:00- 

気になる子のサロン★ 
10:30-12:00 
８組：申込6/29～ 

♡ちょきちょき活動日 
10:00-12:00 

母乳・助産師相談★ 
10:30-12:00 
4組：申込7/2～ 

♡あみあみ活動日★ 
13:30-15:00 
8組：申込7/14～ 
 

 
 

 

「緑区地域子育て支援拠点いっぽ」は妊娠期から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。 

                           

 

パパおいDAY 
2階開放10:00-12:00 
 
 

♡ぴよぴよ練習日 
10:30-12:00 

♡スイミー★ 
10:30-12:00 
8組：申込7/14～ 

あかちゃんとのふれあいあそび★ 
13:15-対象:６か月～1歳まで 
10組：申込 
     受付中 

子ども手話★ 
10:30-11:30 
子ども8名：申込受付中 

Vol.179 
 

   第2・4火曜日12時頃 
   から「ファームふたば」 
さんの野菜販売があります。 

    火曜日12時頃から20分 
    間ほど地域の作業所「ぷか 
ぷか」さんのパン販売があります。 

 オンライン(zoom)でも 
 参加できるプログラム 
 です。 通信料は 
利用者負担となります。 
 

    マタニティさんが参加 
    できるプログラムです。 
   ご夫婦での参加も可。 

      外あそびの日10:20出発 
   (日向山公園) 10:30- 

♡スイミー★ 
10:30-12:00 
8組：申込6/30～ 

mamaのしゃべりば★ 
●ダブルケア10:30-11:30 
   5組：申込6/24～ 
 

なないろ★ほっとタイム 
10:00-11:30 
会場:中山地域ケアプラザ 
詳細はいっぽHP参照 

栄養相談★10:30-11:30 
10組：申込6/17～ 
※離乳食ワンポイントアドバイス 
   食品の増やし方 
 

ふたごの日★ 
11:00-12:00 
8組：申込7/2～ 

mamaのしゃべりば★ 
●ハマスタの野球ファン集まれ 
   10:30-   
●一人っ子のママ 13:30- 
どちらも8組：申込6/29～ 
 

 
 

 

HP 

 

プログラムがある時間帯でも 
ひろばは利用できるよ！ 

※プログラム等の詳細はいっぽHPのカレンダーを見てください。 

※♡は利用者ママたちのグループの活動日です。 

※★は要予約です。HPのトップページ申込みボタンから、またはカレンダーから申込みできます。 

 

 
中止・延期等の変更があるかもしれませんので、必ず直前にHPのカレ
ンダーでご確認ください。よろしくお願いいたします。 

バルーンの日13:30- 
 
    
 

ひろばおはなし会14:00- 

1(金)～７(木)はリユース大放出WEEK 
リユース品をひろばで提供します 

リフレッシュ講座★10:30- 
～ストレッチ&トレーニング～ 
8組：申込6/24～ ※詳細は裏 

シングルmamaのしゃべりば★ 
13:30-14:30 
4組：申込受付中 

コンシェルさんに聞いて 
みよう★10:30- 
８組：申込7/13～ 
※子どもの預け先について 
 

おはなしサンタ☆プチ★   
11:00-11:30 
10組：申込7/1～ 
 

ねんじゅ坂プレイパークへ行こう★ 
申込6/29～※裏面参照 
 

♡ぴよぴよ練習日 
10:30-12:00 



保育園や幼稚園の入所等 
で悩んだら区役所のコン 
シェルジュに相談に来て 
ください。 (青木) 
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【横浜子育てサポートシステム】 
 
「ちょっとの時間、子どもを預かって欲しい」…横浜子育サポートシステムは、 

子育て中に誰かの手を借りたい方(預かりや送迎）に、誰かの力になりたい 

という方をご紹介する「ご近所同士の助け合い」をモットーとした、横浜市 

の会員制の子育て支援制度です。会員登録をするには入会説明会の 

参加が必要です。会員登録だけでも済ませておくことをおすすめしています。 
 
７月の説明会は 

1(金)  10:15～ 中山地域ケアプラザ  定員 12 名 

14(木) 14:00～ いっぽ           定員 8 名 

26(火) 10:15～ 鴨居地域ケアプラザ  定員 12 名 

28(木) 10:30～ ながつたパオパオ    定員 3 名 

29(金) 10:30～ いっぽ          定員８名 

29(金) 15:10～ はなまる         定員 4 名 

 

※上記の日程に都合が合わない場合は緑区支部（982-3521）までご相談ください。 

 

 

 
 
 
 

発行：緑区地域子育て支援拠点いっぽ                

 〒226-0025 横浜市緑区十日市場町 817-8 
  Tel:045-989-5850  Fax:045-989-5851 
  E-mail:kosodate@midori-ippo.com    
      
＜ひろば利用案内＞ 
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：未就学児とその保護者   
利用料･登録料：無料 

  

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。 

※いっぽはNPO 法人グリーンママが緑区と協働で運営しています。 

IPPOリレートーク

むすこのお気に入り 

         
★ひろばの利用について★ 

 
【定員】20 組または 40 名で入場制限  

リアルタイムの利用状況はいっぽ HPで確認できます。 
                                                      
※保健所等から自宅待機を求められている方は 

利用できません。 
※ひろばでは昼食･離乳食･間食をとれません。 
※その他、利用にあたっての詳しいお願いは、 

いっぽ HP でご確認ください。 
 

    ご協力よろしくお願いいたします。 

【子育てパートナー】 
 
妊娠期から子育て中の「困ったな」「心配で･･･」 
「知りたい！」など、あなたの気持ちをお話し 
ください。お電話や相談室での個別相談も 
できます。ご本人ご家族等、どなたでも。 
オンライン相談も可。 
 
「じっくり相談日」もあります。  
7/21(木) 予約可・受付中 
        
子育てパートナー専用 TEL  
045-272-5643 
E メールでのお問い合わせ  
soudan@midori-ippo.com 
 

 
 

 

子どものお気に入りって本当に予想外のものばかり 

で 4ヶ月の息子の反応を見て日々驚きの連続です。 

１つ目は「はらぺこあおむし」!   妹家族に会いに 

行ってプレゼントでいただいたのが、はらぺこあお 

むしのブレスレット。はじめはよく見てるなーくら 

いに思っていたのですが、次第にブレスレットをつ 

けてあげると満面の笑みを見せるように！そして知 

っていたはらぺこあおむしの歌をうたってあげると 

大喜び！大慌てで絵本も購入して、毎日読んでいます(^^)  

2つ目はビニールの長い梱包材。届いたダンボールの中に入ってたので 

なんとなく渡してあげると…大ヒット☆ 

ガサガサ音が楽しいのか、長いのが楽し 

いのか、全身を使っての大興奮。30分も 

集中してやってたので汗がすごかったで 

す(^_^;) おかげでママは夜ご飯の準備  

ができました！今は捨てるタイミングを 

見計らっています(笑) これからどんどん  

お気に入りが増えていくのが楽しみです！ 

(りーくんまま) 

 

 

いっぽ利用者ママの 

リレートークです！ 

専任スタッフ 太田 

 いっぽでこんなことしたよ！ 

「コンシェルさんに聞いてみよう」 

7月の Pic upプログラム 
7月の Pic upプログラム 

どちらも 

要予約 
リフレッシュ講座 ～ストレッチ&トレーニング～ 

ねんじゅ坂プレイパークへ行こう 

日時：7/8(金)  10:30～12:00 
定員：8組   申込：6/24(金)～ 
講師：水谷先生(はくさん和鍼灸整骨院) 
参加費：無料    保育：有・6 か月～・800円  
※6 か月未満の子ども同室可 
 
 
 

日時：7/13(水)  
      十日市場駅南口 9:55集合 
定員：５組  申込：6/29(水)～ 
持ち物：水分・着替え・バス代・お弁当(必要な方) 

 

10:05 十日市場出発のバスに乗ってスタッフと一緒に行 

きましょう。現地集合でも可。その場合、予約は不要です。 

(JR 十日市場駅南口徒歩 3 分) 

お子さまの預け先について 
わからないこと、ささいなこと 
でも構いませんので区役所に 
お気軽にお越しください。 

(川田) 

緑区役所・子ども家庭支援課    Tel  930-2331 
 
 
今後のいっぽでの開催の 

「コンシェルさんに聞いてみよう」 は 

7/27(水 )／8/25(木 )／9/21(水 ) ※全て要予約 

6/２に緑区の「保育教育コンシェルジュ」さんによる、預け先に 

ついてのお話を聞きました。オンライン参加者もいました。 

今年度の緑区のコンシェルジュさんお 2 人からのコメントはこらち。                   

                  

 

mailto:kosodate@midori-ippo.com

