2019 年 2 月
＜開館時間＞ 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

金

2 月のカレンダー

1

土
2
≪研修室≫

子サポ 入会説明会
10：30～11：30(事前申込制)

5

まめまきごっこ

木

水

火

～2/2(土)

6

7

8

9 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

≪研修室≫

≪研修室≫

≪研修室≫(自由にご参加ください)

はっちサポート隊・おりがみ
ひっぱりおもちゃ作り
10：15～１1:15

卒乳・断乳について

papa’s くらぶ 13：30～14：30

10：20～（30 分程度）
対象： 1 歳以上
（10：15 までに来館の方）

テーマは「パパが守ろう！家庭
の防災」です

≪研修室≫

親子でアイロンビーズを作ろう！
そよかぜの家のパン販売
11:45～12:30(毎週木曜)

13:00～15:00 (3 歳から参加)
受付時間 13：00～14：00

12

13

14

15

16

休館日

≪研修室≫

≪研修室≫

≪ママは研修室でパパはひろばで≫

(月曜が祝日のため)

はっちはじめてさんの日 13：30～

はっちママのおしゃべりタイム

ママのプチリフレッシュ
11：30～15 分程度

プレママさん・０才児ちゃんを
育てているママ集まれ～

≪研修室≫

13:30～14:15

19

子サポ 入会説明会
13：30～14：30(事前申込制)

20

21

22

23

保育・教育コンシェルジュ相談日

ピアノのしらべ 10：30～11：00

≪研修室≫

≪研修室≫

はっちサポート隊・ちくちくタイム
10：00～１1:15

プラレールのへや
10：00～12：00・13：00～１5:00

10：00～12：00（当日受付先着順）
受付時間 10：00～11：00
お申込み開始
1/23(水)10:00～
電話またははっち受付で

≪研修室≫ (事前申込制)

くるくるフラワーをつくろう！
①13：10 集合②13：50 集合

なりきりおひなさま撮影会

26

集まれ～プレ保育園ママ
with パパトーク 10：15～１1:15

27

2/19(火)～3/2(土)

28

※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！
(定員のあるイベント等は、定員になり次第、受付を締め
切ります。ご了承ください）

はっちの日 11:00～

なりきりおひなさま撮影会

2/19(火)～3/2(土)

金

3 月のカレンダー

土
2

1

≪研修室≫ (事前申込制)

火

水

5

6

≪研修室≫

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

はっちの孫育て講座
知っておきたい今どきの子育て！
お孫さんとの時間を楽しむコツ

子サポ 入会説明会
10：30～11：30

木
7

なりきりおひなさま撮影会

8

9 パパ day

≪研修室≫

≪研修室≫(事前申込制)

はっちママのおしゃべりタイム
そよかぜの家のパン販売
11:45～12:30(毎週木曜)

春からスタート！期待と不安

10:30～11:15

13:30～15:30
お申込み開始
2/9(土)10:00～
電話またははっち受付で

お申込み開始
2/13(水)10:00～
電話またははっち受付で

12

13

14

～3/2(土)

15

パパも一緒に親子運動会
10：15～11：15
(対象：ハイハイ期～3 歳くらい)
≪研修室≫

パパボラ座談会 13：30～
パパ day ひろばあそび
15：00～15 分程度

16

≪研修室≫ (事前申込制)

≪研修室≫

子サポ 入会説明会

初めての沐浴体験
13：00～15：00 ※WEB より申込

13：30～14：30

子サポ 提供・両方会員予定者研修 3/13(水)～15(金)

（事前申込制）

2/13(水)～2/23(土)17:00 まで

19

20

21

22

23

≪研修室≫

≪研修室≫

休館日

保育・教育コンシェルジュ相談日

≪研修室≫ (事前申込制)

はっちはじめてさんの日
10：30～

はっちの 2 階研修室であそぼう！ (春分の日)
13：00～15：00 (2 歳以上)

10：00～12：00（当日受付先着順）

子サポ 入会説明会
13：30～14：30

受付時間 10：00～11：00

≪研修室≫

ピアノのしらべ 10：30～11：00

はっちボランティア交流会
13：30～

≪研修室≫ (事前申込制)

26

ウォーターボトルをつくろう！ お申込み開始 2/21(木)10:00～
電話またははっち受付で
①13：10 集合②13：50 集合

27

28

29

≪研修室≫

はっちの日 13：30～

≪研修室≫

プラレールのへや
10：00～12：00・13：00～１5:00
≪お知らせ≫

30

はっちの 2 階研修室であそぼう！
13：00～15：00 (2 歳以上)

☆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。館内の混雑状況は、裏面のＱＲコードからＨＰをご覧ください。
☆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。

＊＊卒乳・断乳について＊＊
ママが･･･お子さんが･･･おっぱいにさよならを決めたら…。
長利助産師のおはなしです。事前の申込みはいりません。
2/8(金)：10:20～ 30 分程度 ≪1 歳以上対象≫
※10:15 までにお越しください。
時間で区切らせていただきます。参加費は無料です。
＊＊絵本の貸出コーナー＊＊
貸し出し用の絵本が増えました。
1 家族 5 冊、２週間まで借りられます。
借りたい方は、受付カウンターに持ってきてくださいね。
◇＊◆ お子さんと絵本のエピソード☆第 2 弾 ◇＊◆
昨年 11 月にご投稿いただいた「お子さんと絵本の
エピソード」をご紹介します。
とくにお気に入りは
「カッパがついている」で
ポチが「ワンワン」と泣く
セリフは一緒に言ってい
ます。（ＨＨ）

「はらぺこあおむし」のあおむしさん
は、緑の葉っぱを食べたら元気になっ
たよ、と本を読みながら話したら、
「自
分も緑の野菜を食べて元気になる！」
と言って少し野菜を食べるようにな
ってくれました。(かいかい)

＊＊集まれ～プレ保育園ママ with パパトーク＊＊
これからお子さんの保育園の入所を迎える“プレ保育園ママ”
集まれ～！ 保育園のことでわからないことや不安なこと、先輩
ママのお話しを聞いてみませんか？ 仕事と家事と育児のこと…
など、みんなで一緒にお話しましょう。
with パパトーク…“プレ保育園パパ”も、ひろばでお子さんを
遊ばせながら自由にお話しませんか？お子さんはママ・パパ、
どちらかと一緒にどうぞ。
ママは、２階研修室で、 パパは、1 階ひろばでおこないます。
保育園に預ける予定のママとパパが対象です。
事前のお申込みはいりません。当日ご参加ください。

＊＊パパ day ★ papa’s くらぶ＊＊
赤ちゃんのパパ！あつまれ～！プレパパさんも大歓迎！
パパ同士で子育ての話しをしませんか？
2/9(土)のテーマは、「パパが守ろう！家庭の防災」です。
先輩パパからのお話も聞けて
きっと子育てのヒントが見つ
かりますよ。
ご夫婦での参加も歓迎です。
事前のお申込みはいりません。
当日お気軽にご参加ください。
前回のようす→

＊＊はっちサポート隊・おりがみ＊＊
≪ひっぱりおもちゃ作り≫
はっちで遊ぶおもちゃ作りです。はっちでみんなが楽しく遊んで
いる「ひっぱりおもちゃ」
。楽しみながらアレンジして作ってね。
完成したおもちゃは、はっちのひろばで
お披露目します。2 つできた人は、
1 つお持ち帰りＯＫです。
はっちボランティアの活動です。
事前のお申込みはいりません。
興味のある方は是非ご参加ください。
保育はありません。
お子さんと一緒にご参加ください。

＊＊相 談＊＊
☆赤ちゃん相談 (当日受付で先着順：定員 8 名：受付終了時間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。

☆心理士さんとひろばではなせるよ (日程はカレンダーをご確認ください)
ひろばで心理士とお話ができます。

☆保育・教育コンシェルジュ相談日(当日受付で先着順：受付終了時間 11 時）

＊＊はっちの孫育て講座＊＊（事前申込制）
～知っておきたい今どきの子育て！お孫さんとの時間を楽しむコツ～
3/5(火)13:30～15:30 （定員：15 名・参加費：無料）
内 容：今どきの子育て事情とお孫さんとの上手な関わり方について
対 象：孫のいる方・これから孫を迎える方
地域の子育て支援に関心のある方
※おじいちゃん・おばあちゃんをお誘いください。
申 込：2/13(水)より、はっち受付または電話にて
※詳しくは、チラシをご覧ください。

区役所の保育・教育コンシェルジュが来館し、お子さんの保育所入所
に関すること、幼稚園について相談ができます。

☆専門職の方を迎えて相談(不定期開催)
★子育ての不安や悩みなどは、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。

～＊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）＊個別対応もいたします。

相談しやすい方法で・・・
☆電話でも
☆ひろばでも
子育て期の悩みごとなど
☆相談室でも
一緒にお話ししませんか。
★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

お気軽にどうぞ

はっちで「提供・両方会員」になるための研修会を開催します。研修では、
お子さんを預かる上で必要な技術や知識を学びます。ご自身の子育てにも
役立ちますよ。1 才 6 ヶ月以上のお子さんは保育も利用できます。
入会説明会にご参加のうえ、お申し込みください。お問合せはお気軽に
どうぞ。
研修会日程：3 月 13 日(水)10:15～13:55
14 日(木)10:15～15:05
15 日(金)10:15～15:30
◎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

TEL： 045-515-7306 FAX： 045-848-0688
はっちが休館の時は、お休みです。

"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。）

2019 年 2 月(Vol.131)
《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

