１０月１４日（土）
施設点検
休館日

2017 年 9 月
金

９月のカレンダー

＜開所時間＞ １０:００～１６:００
＜休 館 日＞月曜・日曜・祝日・年末年始・施設点検日
（月曜が祝日の場合は翌日の火曜も休館）

火

水

木

5

6

≪研修室≫ (事前申込制)

赤ちゃん相談 10:00～11:30
（当日受付先着順 定員：8 名）
受付時間 10：00～11：00

今からアンチエイジング!!

親子の元気づくり健康講座
10：30～１1:30 （先着 15 組）

7

対象：未就学児の保護者
（お子さまと一緒にご参加ください）

土

1

2

≪研修室≫

水あそび 10：00～11：15

入園までのワン・ツー・スリー
＜保育園編＞10：15～11：30

8

9 パパ day

≪研修室≫ (事前申込制)

≪研修室≫

ぐるぐるぴょん②10：15～１1:15

プラレールのへや
10：00～12：00・13：00～１5:00

15(金)は、「みんなのじぃじ・ばぁばとはっちであそぼう！」です。
おじいちゃん・おばあちゃんもお誘いくださいね。一緒に遊びましょう。

≪研修室≫ (事前申込制)

（敬老の日イベント）

子サポ 入会説明会 13：30～14：30

12

13

14

15

16

≪研修室≫ (事前申込制)

≪研修室≫

≪研修室≫ (事前申込制)

≪研修室≫

ウォーターボトルをつくろう！
①13：10 集合②13：50 集合

はっちサポート隊・ちくちくタイム
10：00～１1:15

イヤイヤ期を乗りきるヒント!と
親子あそび（1 歳以上）
10：15～11：30

ママのプチリフレッシュ
11：30～15 分程度

(材料費 100 円)

保育・教育コンシェルジュ相談
10：00～12：00

（事前申込制）

テニスボールを使ったほぐし

初めての沐浴体験
13：00～15：00

みんなのじぃじ・ばぁばとはっちで
あそぼう！ 13：30～

※はがきで申込：8/19(土)必着
申込み多数の時は抽選

19

20

21

22

23

休館日
（月曜が祝日のため）

≪研修室≫

≪研修室≫

≪研修室≫ (事前申込制)

はっちはじめてさんの日
10：30～

はっちママのおしゃべりタイム
話そう！若ママのＷａ
10:30～11:15

ぐるぐるぴょん③10：15～１1:15

休館日
（秋分の日）

26

27

28

29

30

ピアノのしらべ 10：30～11：00

≪研修室≫

保育・教育コンシェルジュ相談
10：00～12：00

≪研修室≫ (事前申込制)

はっちママのおしゃべりタイム

吉原東町内会の

お子さんの発達に不安をもつママ
療育センターってどんなところか
聞きたいママ

おじいちゃんおばあちゃんと
一緒にあそぼう
13：30～14：30

子サポ 入会説明会 10：30～11：30

保育士さんがひろばにくるよー!!

10：30～11：30

10:30～11:30
はっちの日 13:30～

「吉原東町内会のおじいちゃん･おばあちゃんと一緒にあそぼう」
地域の町内会のシニアさんがはっちに遊びに来てくれます。歌をうたったり、
お手玉やおりがみで一緒に遊びましょう。

≪お知らせ≫ ☆各イベントには、お子さんの様子を見ながら無理のないようにご参加ください。
☆館内の安全確保のために、入館を制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。
館内の混雑状況は、ＨＰより確認できます。裏面のＱＲコードからどうぞ！
☆新規でご利用の方は、受付で利用登録のあと、
『利用のしかた』の説明をさせていただきます。

10 月のカレンダー
火
3

※イベント等のお申込み・お問合せは、はっち受付または
電話（045-840-5882）へどうぞ！

水

木

金

土

4

5

6

7 パパ day

赤ちゃん相談 10:00～11:30
（当日受付先着順 定員：8 名）
受付時間 10：00～11：00

心理士さんとひろばで
はなせるよ！
10：30～11：30

≪研修室≫ (事前申込制)

≪研修室≫(事前申込制)
パパと一緒に親子運動会
①10：10～(1 歳 6 か月未満で
ハイハイができる子)
②11：10～(1 歳 6 か月以上)

お月見

ぐるぐるぴょん④10：15～１1:15
≪研修室≫ (事前申込制)

子サポ 入会説明会 13：30～14：30

13:30～14:00

「子どもみこし」を飾ろう！10/3(火)～7(土)

10

11

休館日
（月曜が祝日のため）

17

18

12

13

14

15 休館日

保育・教育コンシェルジュ相談
10：00～12：00
ピアノのしらべ 10：30～11：00

健康出前講座

はっち祭

11：30～11：50

休館日
（施設点検
のため）

（インフルエンザのお話）

110:00～12:00
港南スポーツ
センター

19

20

21

≪研修室≫ (事前申込制)

≪研修室≫

ウォーターボトルをつくろう！
①10：10 集合②10：50 集合

はっちはじめてさんの日
10：30～

≪研修室≫ (事前申込制)

≪研修室≫

ぐるぐるぴょん⑤10：15～１1:15

プラレールのへや
10：00～12：00・13：00～１5:00

(材料費 100 円)

ハロウィン撮影会 10/17(火)～31(火)

24

はっちは開館しています

公園であそぼう！出張はっち
六反田公園
10：30～11：30 (雨天中止)
中止の時はＨＰでお知らせします

25

26

≪研修室≫

≪研修室≫

はっちママのおしゃべりタイム
プレママさん・０才児ちゃんを
育てているママ集まれ～
13:30～14:15

はっちサポート隊・ちくちくタイム
10：00～１1:15

27

28

ママのプチリフレッシュ
11：30～15 分程度

はっちの日 13:30～

テニスボールを使ったほぐし

≪研修室≫ (事前申込制)

子サポ 入会説明会 10：30～11：30

ハロウィン撮影会 10/17(火)～31(火)

31
ハロウィン

11：00～

≪10 月開催の事前申込制講座の受付開始日程≫
＊(10/7 開催) パパも一緒に親子運動会→9/12（火）～ 保護者 2 名でご参加ください
①10：10～(1 歳 6 か月未満でハイハイができる子) ②11：10～(1 歳 6 か月以上)

そよかぜの家のパン販売 11:45～12:30
（パンがなくなり次第終了）

＊(10/17 開催)ウォーターボトルをつくろう！→9/13(水)～
※いずれも 10 時から電話（045-840-5882）またははっち受付にてお申込みください
定員になり次第締め切ります

★☆入園までのワン・ツー・スリー≪幼稚園編≫を開催しました★☆

『はっち祭』 に遊びに来てね！
今年の「はっち祭」もお楽しみいっぱい！

10 月 15 日（日）10：00～12：00
港南スポーツセンター1 階 第一体育室
入場無料（一部参加費がかかります）
必要な方は、うわばきをお持ちください

8/2～4 の 3 日間で港南区内のご協力園とたくさんの保護者の方が参加
されました。終了後のアンケートにご協力くださった方、ありがとうござ
いました。たくさんの方に「参加してよかった」とのご回答をいただきま
した。その中のいくつかをご紹介します。
グループ形式で、なかなかできな
い質問もできてよかったです。

≪内容≫ 縁日コーナー・子どもみこし
あそびのコーナー
フリーマーケットなど

色々な園の特徴・雰囲気も分かり
よかったです。

はっち祭のフリーマーケット出店者募集！
出店物：原則、子どもに関するもの or 子ども用品
出店料：無料（8 区画の予定）
申 込：9 月 12 日（火）10：00 より
電話または、はっち受付にて(先着順)
※駐車場はありません。車での搬入のみ可能。（時間指定あり）
※詳細は、チラシをご覧ください。

「子どもみこし」を飾ろう！
10/3(火)～7(土)の間、
「はっち祭」でかつぐ“子どもみこし”の
飾りをつくります。ご参加ください。

＊＊はっちママのおしゃべりタイム 話そう！若ママのＷａ＊＊
若ママさん、集まれ～！
妊娠期や子育ての話し、毎日のちょっとしたこと…
みんなでお話しましょう。
プレママさん！も大歓迎です。
簡単オリジナルフォトフレーム作りにもチャレンジ！
お気軽にご参加ください。

来年幼稚園なのでゆっくり先生の
話が聞けてよかったです。

まだ見学に行っていない園の話も
聞けて参考になった。

それぞれ特長があって、いろんな所へ
見学に行って決められればと思う。

＊＊入園までのワン・ツー・スリー≪保育園編≫＊＊
保育園入園に関するイロハについてお話します。
保育園入園をお考えの方、お気軽にご参加ください。
※事前のお申込みはいりません。当日、時間までにお越しください。
会場の都合により参加人数を調整させていただく場合もあります。

＊＊公園であそぼう！出張はっち＊＊
★10/24(火)は、六反田公園に集合！（雨天中止）
シャボン玉をしたり、公園の遊具で一緒に遊びましょう。
10:30～11:30 の間、はっちのスタッフが公園にいます。
※持ち物：着替え・タオル・飲み物・帽子
（公園にはトイレはありません）

＊＊相 談＊＊
＊＊はっち はじめてさんの日＊＊

＊＊ママのプチリフレッシュ＊＊

“はっち”ってどんなところかな？
行ってみたいな～と思っていらっしゃる方、
「はじめてさんの日」に遊びにきませんか。
まだ利用回数の少ない“はっちビギナー
さん”も大歓迎です。
ふれあいあそびやおしゃべりをしましょう。

港南スポーツセンターの指導員に
簡単にできるストレッチなどをひ
ろばで教えていただきます。
溜まっている疲れをすっきりリフ
レッシュしましょう。当日、お気
軽にご参加ください。

☆赤ちゃん相談(当日受付で先着順：定員 8 名：受付終了１１時）
助産師に専門の相談ができます。※定員になり次第、受付は終了
します。
☆保育・教育コンシェルジュ相談日(当日受付で先着順）
区役所の保育・教育コンシェルジュが来館し、お子さんの
保育園入所に関すること、幼稚園について相談ができます。
※保育・教育コンシェルジュ相談は、11 月より当分の間、お休みします。

★子育ての不安や悩みをいつでもスタッフがお聴きします。
ひろばだけでなく相談室でご相談もできます。お声かけください。

～相談・予約専用ダイヤル～

０４５-８４４-０１１２
はっちが休館の時は、お休みです

今年の夏は晴れ間が少なく洗濯物も
乾きにくい日が続きましたね。
毎日、お疲れさまです。
日ざしもやわらいで来ます。
お散歩にでてみてくださいね。
はっちでお待ちしています。
いろいろお話ししてみませんか。
はっち子育てパートナー

やなせあやめ

～＊横浜子育てサポートシステム

子サポ

＊～

～港南区支部から～
子どもを預かってほしい人と、子どもを預かる人のための
説明会を行っています。子サポのしくみについてお話しします。
「入会説明会」にお気軽にご参加ください。
（事前申込制）
＊説明会の日程でご都合が悪い場合は、個別対応をいたします。
お問合わせください。
◎お問い合わせは…
横浜子育てサポートシステム港南区支部(はっち内)へ

※電話対応時間：火曜～土曜 9:00～17:00
TEL： 045-515-7306 FAX： 045-848-0688
はっちが休館の時は、お休みです。
※初回利用限定でお得に預けることができます。
詳細はお問合せください。

"Hacchi" is an admission free facility for parents with preschoolers. (「はっち」は未就学児のいる親子の無料の施設です。）
We have the English speaking staff on every Thursday from the opening time till lunch time. Please feel free
to visit us! （英語を話すスタッフが毎週木曜日、開館時からお昼の時間までいます。お気軽にお越しください。）

2017 年 9 月(Vol.114)
《発行元》港南区地域子育て支援拠点

はっち

〒234-0051 横浜市港南区日野 2-4-6

[TEL] ０４５-８４０-５８８２

[FAX] ０４５-８４８-０６８８
[ホームページ] http://www.hacchi.org/
[E-mail] info@hacchi.org

＊＊ 無断転載・転写はご遠慮ください ＊＊
「はっち」には駐車場は、ありません。公共の交通機関をご利用ください。

↑はっちの
「ホームページ」
「混雑状況」は
こちらからどうぞ

