2019 年 5 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

はっちはお子さんと過ごせる「子育ての居場所」です
もうすぐ赤ちゃんの訪れるあなたも
子育てを応援したいあなたも
安心して過ごせる居場所をはっちに見つけに来てください

５月のカレンダー
水

木

7

8

9

休館日

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

保育・教育コンシェルジュ相談日

火

(月曜日が祝日のため)

ＧＷ明けは
5/8（水）より
開館します

金
10

土
11 パパ day
≪研修室≫

10：00～12：00（当日受付先着順）

そよかぜの家のパン販売
11:45～12:30(毎週木曜)

受付時間 10：00～11：00

でんしゃのへや
10：00～12：00・13：00～１5:00
プチひろばあそび 15：00 頃

14
≪研修室≫

(事前申込制)

ぐるぐるぴょん①10：30～１1:15
≪研修室≫ (事前申込制)

子サポ 入会説明会

15

16

17

≪研修室≫

≪研修室≫

≪研修室≫ (事前申込制)

はっちサポート隊・ちくちくタイム
10：00～１1:15

はっちママのおしゃべりタイム

簡単にできるストレッチと
親子あそび 10：30～11：15

15(水)公園であそぼう！出張はっち
金井谷第三公園
10：30～11：30(雨天中止)

13：30～14：30

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

18

対象：0 歳児と保護者（先着 15 組)

≪研修室≫

10:30～11:30

21

22

23

24

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≫ (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

はっちはじめてさんの日
10：30～

30

31

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

≪研修室≫ (事前申込制)

受付時間 10：00～11：00

28
≪研修室≫

29
(事前申込制)

ぐるぐるぴょん②10：30～１1:15

（事前申込制）

初めての沐浴体験
13：00～15：00 （受付終了）

※中止の時はＨＰでお知らせします

10：00～12：00（当日受付先着順）

はっちの日 11：00～
＜プレママ・プレパパ企画＞
プレママ・プレパパうぇるかむでぃ

25

子サポ 入会説明会
13：30～14：30

31(金)公園であそぼう！出張はっち 日野御所ヶ谷公園
10：30～11：30(雨天中止)※中止の時はＨＰでお知らせします

※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、
土
受付を締め切ります。ご了承ください。

６月のカレンダー

1
火
4

水

木

5

6

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

保育・教育コンシェルジュ相談日

金
7

10：00～12：00（当日受付先着順）
受付時間 10：00～11：00

≪研修室≫
(子育てグループ登録者)

8 パパ day

子育てグループ交流会
10：30～11：30

papa’s くらぶ
10：30～11：15
先輩パパと話そう！
子どものうんどうあそび

≪研修室≫

はっちサポート隊・工作
10：00～１1:15

11

12

13

≪研修室≫

≪研修室≫

≪研修室≫

ぐるぐるぴょん③10：30～１1:15

はっちはじめてさんの日
13：30～

子サポ 入会説明会
13：30～14：30(事前申込制)

14

11:00～12:00

＜プレママ・プレパパ企画＞
プレママ・プレパパうぇるかむでぃ
10：00～「体を動かそう」
※事前にお申込みください
（6/1 より受付）

18

19

20

21

22

≪研修室≫

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≫(事前申込制)

≪研修室≫

はっちサポート隊・ちくちくタイム
10：00～１1:15

10：00～12：00（当日受付先着順）

おむつはずれのおはなしと
親子あそび 10：15～11：30

でんしゃのへや
10：00～12：00・13：00～１5:00

≪研修室≫ (事前申込制)

お申込み開始
5/24(金)
10 時～
電話または
はっち受付で

15

京急ハグ・クミ・パークに
はっちが遊びにいくよ！

13(木)公園であそぼう！出張はっち 上大岡公園
10：30～11：30(雨天中止)※中止の時はＨＰでお知らせします

≪研修室≫

受付時間 10：00～11：00

≪研修室≫

はっちママのおしゃべりタイム

くるくるフラワーをつくろう！
①13：10 集合②13：50 集合

健康出前講座
熱中症のおはなし
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～

25

26

27

≪研修室≫

保育士さんが
ひろばにくるよー!!
10：30～11：30

ぐるぐるぴょん④10：30～１1:15

対象：1 歳半以上のお子さんと保護者
（先着 15 組）

お申込み開始 6/7(金)10 時～
電話またははっち受付で

13:30～14:15

28

29

はっちの日 11：00～

≪研修室≫

27(木)公園であそぼう！出張はっち
芹が谷台公園
10：30～11：30(雨天中止)
※中止の時はＨＰでお知らせします

はっちグローバルＤａｙ
10：00～12：00
外国に縁のあるパパ・ママ集まれ～
≪研修室≫

子サポ 入会説明会
13：30～14：30(事前申込制)
七夕のねがいごとを書こう！6/28(金)～7/6(土)

≪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。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。

公園であそぼう！出張はっち
＊＊プレママ・プレパパうえるかむでぃ＊＊
毎月第 3 土曜日は、「プレママ・プレパパうえるかむでぃ」です。
はっちの施設内を見学したり、プレママ・プレパパ同士でお話ししたり
赤ちゃんのママ・パパと交流できたり…。ぜひご来館ください。
6/15(土)は、10:00 より「体を動かそう」(事前申込制)を行います。
6/1(土)より受付します。ご参加お待ちしています。

（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
※中止の時はＨＰでお知らせします
5/15（水）金井谷第三公園に集合！
↓

5/31(金)日野御所ヶ谷公園に集合！
↓

＊＊はっちグローバル Day＊＊
パパまたはママのどちらかが外国に縁のある方大集合！
集まってくれたパパ・ママ同士でたくさんお話しま
しょう！6/29(土)10:00～12:00 です。途中からの
参加も OK です。ぜひご参加ください。

＊＊情報交換伝言板を作りました＊＊
情報交換できる掲示板をはっちのひろばに作りました。ふせんを
用意してあります。手書きでメッセージなどを書いて貼ってね！
地域の情報や口コミ情報など･･･。そのほか、つぶやき的なもので
もＯＫです。デジタル社会にとってもアナログだけど楽しみながら
活用して欲しいと思っています。ただし、人を誹謗中傷する内容や
個人情報のやりとりはＮＧです。ルールから外れたものは取り外し
ますのでご了承ください。

＊＊パパ day「ひろばあそび」＊＊
第 2 土曜日のパパ day に「ひろばあそび」として絵本を読んだり、
ふれあい遊びなどの時間を少しだけ作っています。「ひろばあそび」
の時に「絵本を読んでみたい！」
「体を使ったあそび知ってるよ！」
など、スタッフと一緒にやって頂けるパパさんを大募集！スタッフ
にお声かけください。楽しい時間を一緒に作りましょう！

＊＊相 談＊＊

◇◇日野中央公園に行ってきました！◇◇
「パパも一緒に♪公園であそぼう！」で行ってきました。とても良い
お天気で気持ちがよかったです。シャボン玉をしたりパラバルーンで
遊んだりしました。昨年の秋に植えたチューリップも満開！楽しいひと
ときを過ごしました。

☆赤ちゃん相談 (当日受付先着順：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。

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

◎日野中央公園で発見！
レストハウスの受付で未就学のお子さん
のために「お砂場セット」の貸出をしてい
ました。汽車ポッポのひろばのお砂場で
遊んじゃおう！日野中央公園のスタッフ
さんにたずねてみてくださいね。

☆保育・教育コンシェルジュ相談日
(当日受付先着順：受付終了時間 11 時）
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～
子育て期の悩みごとなど
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

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。
◎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。

☆ご注意･･･最後の利用日から 1 年以上はっちをご利用されていない場合は、登録が抹消されている事があります。
あらためてご登録が必要になりますので、受付にて手続きをお願いいたします。
☆ 登録事項に変更があったら･･･
①住所や電話番号が変わったとき ②お子さんが誕生されたときなど、来館時に『登録変更があります』と受付にお申し出ください。
「変更届」にご記入いただきます。

2019 年 5 月(Vol.134)
《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

