
お知らせ

No.66

地域子育て支援拠点は、未就学児とその保護者の方を対象とする施設です。子どもと遊んだり、情報を見たり、相談したりできる親子の居場所です。

横浜市の指針を受け、わっくんひろば、わっくんひろばサテライトは、以下のとおり開所しています。

【利用時間】 9：30～15：00（予約不要） ※15：00～15：30は、消毒作業のため利用できません。
【定員】 20組程度

※定員に達した場合は、長時間滞在の方からお声をかけさせていただきます。
混雑状況は、ホームページ・Twitterにてお知らせします。

【ご利用について】
・1日1回、2時間程度のご利用でお願いします。
・水分補給はできますが、お食事はご遠慮いただいております。
・利用の予約は不要です。（イベントは予約制です）

ひろばの利用方法

来所時のお願い

◆ 保護者、お子さま、ご家族に
発熱（37.5℃以上）・咳、くしゃみ、鼻水などの呼吸器症状・体調不良がある場合は、
利用をご遠慮ください。

◆ 来所時、ご利用の皆様の健康状態の確認と検温を行います。
◆ 保護者の方はマスクの着用をお願いします。
◆ こまめな手洗い・消毒をお願いします。

※ 予定が変更になる可能性があります。来所の際にはわっくんひろばのホームページ、Twitter、またはお電話でご確認下さい。

Twitter情報をご活用ください
（@wakkun_hiroba）

Twitterで、ひろばの利用・混雑状況・

予約状況、イベント（相談）情報などを

発信しています。

★の数でおおよその利用者数、予約状況

が分かるようになっています。

来所の際、参考になさって下さい。

わっくんひろばのホームページ

「トップ画面」からもツイートをご覧いただ

けます。

鶴見区地域子育て支援拠点 わっくんひろば・わっくんひろばサテライト

2021.2月

3月
202１年１月発行～安心して楽しく子育てできるように～

フリースペースでは、子どもと遊んだり、みんなとおしゃべりしたり本を読んだり、ゆったり過ごすことができます。
子育て中は、迷うこと、イライラすること、不安なことがいっぱい。「こんなこと・・・」と思わずにスタッフに気軽に
お声をかけてください。どんなことでもお話を伺います。遊び場などの地域情報もお伝えしています。

わっくんひろばは、地域の方々と共に、みなさんの健やかな子育てを応援します。

双子、三つ子の育児で頑張っているお母さん、お父さんへ

お仲間に会いにわっくんひろばへ出かけてみませんか？
この機会に、ほかの双子ちゃん親子と情報交換したり、
おしゃべりしたり、みんなで楽しみましょう。
イチオシの裏ワザが聞けるかもしれませんね！
ご参加をお待ちしております。

わっくんひろば

日程： ２月20日（土）
時間： 11：00～12：00
定員： ５組
【予約開始】

2/13（土）15：00～

わっくんひろばサテライト

日程： ３月６日（土）
時間： 11：00～12：00
定員： 5組
【予約開始】

2/27（土）15：00～

対 象 ： 未就学の多胎児とその保護者（妊娠中の方も含む）
兄弟児のいる方は、申込み時にお知らせください。

申 込 ： 来所かTELで 要予約

わっくんひろば 横浜市鶴見区豊岡町３８－４
℡：０４５－５８２－７５９０

わっくんひろばサテライト 横浜市鶴見区尻手 １-４-５１
℡：０４５－６４２－５７１０

ひろばからのお知らせ 子サポからのお知らせ

ひろば預かりを体験できる『おためしあずかり』を行っています。
まだ、お子さんを預けたことがなく「どんな感じかな…」と思ってい
る方も「１人でお買い物に行きたい」「ゆっくり休みたい」という方
も、理由は問いません。リフレッシュでもOK！です。

わっくんひろば（豊岡町）、サテライト（尻手）を利用したことがあるお子さん
子サポ利用会員に登録してから、一度も利用したことがないお子さん

お子さん一人につき一回のみとなります
会員でない方もご相談ください

日程 ： わっくんひろば開所日（応相談）
時間 ： ９：３０～１５：００（食事はできません）
場所 ： わっくんひろば（豊岡町）、サテライト（尻手）
料金 ： ２時間 １０００円（通常１６００円）

３時間 1500円（通常2400円）

お申込み・お問い合わせは・・・

横浜子育てサポートシステム鶴見区支部
℡： ０４５－５８２－７６１０

どちらか1回の参加でお願いします

横浜子育てサポートシステム

【お申込み・お問い合わせ】

ご不要になったお洋服があれば、お持ちください



1
休館日

2避難訓練
◎赤ちゃん体操とママストレッチ

　10：30～11：45〈要予約〉

　2/24（水）15：00～電話受付

3
●栄養士相談　10：30～〈要予約〉

4 5
◆小児科医師による発達相談

　（１歳半以上対象）

　14：00～/14：40～〈要予約〉

6
◎ベビーマッサージ

　10：30～11：30〈要予約〉

　2/27（土）15：00～電話受付

7
休館日

8
休館日

9
●保育士相談　10：30～〈要予約〉

10
■子育てサポートシステム入会説明会

　10：00～11：00〈要予約〉

　（利用会員向け）

11 12
◎手遊び・わらべうた

　10：30～11：00〈要予約〉

　3/5（金）15：00～電話受付

13
◎こうのとりくらぶ（沐浴体験）

　10：30～〈要予約〉

　2/9（火）11：30～電話受付

14
休館日

15
休館日

16 17
●保育・教育コンシェルジュ相談

　10：00～〈要予約〉

18 19
●看護師相談　10：30～〈要予約〉

20
休館日

21
休館日

22
休館日

23
■子育てサポートシステム入会説明会

　10：00～11：00〈要予約〉

　（利用会員向け）

24
●助産師相談　10：00～〈要予約〉

25 26 27

28
休館日

29
休館日

30 31

1
休館日

2避難訓練
◎赤ちゃん体操とママストレッチ

　10：30～11：45〈要予約〉

　1/26（火）15：00～電話受付

3 4 5 6

7
休館日

8
休館日

9
◎ベビーマッサージ

　10：30～11：30〈要予約〉

　2/2（火）15：00～電話受付

◎こうのとりくらぶ

　10：30～〈要予約〉

　1/21（木）11：30～電話受付

10 11
休館日

12
◎手遊び・わらべうた

　10：30～11：00〈要予約〉

　2/5（金）15：00～電話受付

13

14
休館日

15
休館日

16
♥女性相談

　13：30～/14：00～〈要予約〉

17 18 19
●看護師相談　10：30～〈要予約〉

20
◎双子・三つ子ちゃんあつまれ！

　11：00～12：00〈要予約〉

　2/13（土）15：00～来所・電話受付

21
休館日

22
休館日

23
休館日

24
●助産師相談　10：00～〈要予約〉

２５
◎はじめてわっくん

　13：30～〈要予約〉

　2/18（木）15：00～電話受付

26
■子育てサポートシステム入会説明会

　10：00～11：00〈要予約〉

　（利用会員向け）

27

28
休館日
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【専門相談】
●看護師相談 10:30～（子どもの健康･発育など）

●助産師相談 10:00～（授乳･赤ちゃんの健康など）
●保育士相談 10:30～（子どもとの過ごし方など）

●栄養士相談 10:30～（子どもの食事・栄養・離乳食のことなど）

●保育・教育コンシェルジュ （保育園入園の手続きなど）

【その他の相談】
◆小児科医師による発達相談（個別相談） 14:00～／14:40～
対象：1歳半以上
（言葉の発達や生活の様子について医師に相談できます。）

※詳しくはお問い合わせください。

♥女性相談 13:30～ ／ 14:00～
（母親としてではなく女性としてのご相談。配偶者のこと、

家族のお悩みなど相談できます。）

担当：NPO法人女のスペースみずら相談員 ※詳しくはお問い合わせください。

【イベント】
◎赤ちゃん体操とママストレッチ 10:30～11:45

対象：生後3ヵ月までの赤ちゃんとママ
◎ベビーマッサージ 10:30～11:30

対象：生後4ヶ月以上の０歳児とその保護者

◎こうのとりくらぶ 10：30～11：30
対象：初めてのお子さんを妊娠中の方（パートナーの方もご一緒にどうぞ）

※医師や助産師など医療に関わるスタッフはおりませんので、

体調をよくみてご参加ください。

◎はじめてわっくん 1３：３0～
対象:わっくんひろばを初めてご利用になる方、プレママ、プレパパ

【その他】
■子育てサポートシステム入会説明会

対象：利用会員・両方会員・提供会員希望者
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わっくんひろば（豊岡町）2月スケジュール （相談・イベントは現在、全て予約制です。詳細はHPをご覧ください）

わっくんひろば（豊岡町）３月スケジュール （相談・イベントは現在、全て予約制です。詳細はHPをご覧ください）

※ 黄色い枠 の日は混雑が予想されます。
●各相談日の前日15：00から当日10：00まで電話で予約を受け付けます。（相談日が（火）の場合（土）15：00から）お電話は開所時間内にお願いします。
■子育てサポートシステム入会説明会に参加ご希望の方は、事前にお問い合わせください。（横浜子育てサポートシステム鶴見区支部 TEL.045-582-7610）
◆発達相談は、事前予約制です。詳しくは、わっくんひろばのホームページ「イベントのおしらせ」欄をご覧ください。
◎イベントの詳細は、ホームページをご覧ください。

※ 黄色い枠 の日は混雑が予想されます。
●各相談日の前日15：00から当日10：00まで電話で予約を受け付けます。（相談日が（火）の場合（土）15：00から）お電話は開所時間内にお願いします。
■子育てサポートシステム入会説明会に参加ご希望の方は、事前にお問い合わせください。（横浜子育てサポートシステム鶴見区支部 TEL.045-582-7610）
♥女性相談は、事前予約制です。詳しくは、わっくんひろばのホームページ「イベントのおしらせ」欄をご覧ください。
◎イベントの詳細は、ホームページをご覧ください。

緊急事態宣言発出に伴い、相談・イベント
等が中止となる場合があります。

（※1）

（※1）はじめてわっくん ：わっくんひろばを始めてご利用になる方のための施設案内とおしゃべりの会です。



1
休館日

2避難訓練 3 4
●看護師相談　10:30～〈要予約〉

5★午後
◎ベビーのためのタッチケア

　13:30～14:30〈要予約〉

　2/19（金）9:30～来所・電話受付

6★午前
◎双子・三つ子ちゃんあつまれ！

　11:00～12:00〈要予約〉

　2/27（土）15:00～来所・電話受付

7
休館日

8
休館日

9 10
◎はじめてわっくん

　13:30～〈要予約〉

　3/3（水）15：00～電話受付

11 12★午前
●助産師相談　10:00～〈要予約〉

13

14
休館日

15
休館日

16 17★午後
◎赤ちゃんあつまれ！

　13:00～〈要予約〉

　3/3（水）9:30～来所・電話受付

18
■子育てサポートシステム入会説明会

　10:00～11:00〈要予約〉

　（利用会員向け）

19 2０
休館日

21
休館日

22
休館日

23
●歯科衛生士相談

10:30～〈要予約〉

24 25
●栄養士相談10:30～〈要予約〉

26★午前
◎手あそびわらべうた

10:30～11:00〈要予約〉

3/19（金）15：00～電話受付

27

28
休館日

29
休館日

30 31
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【専門相談】
●歯科衛生士相談 10:30～
●看護師相談 10:30～（授乳･赤ちゃんの健康など）

●保育士相談 10:30～（子どもとの過ごし方など）
●助産師相談 10:00～（子どもの健康･発育など）

●保育･教育コンシェルジュ相談 10:00～
（保育園の入園手続きなど）

●栄養士相談 10:30～（子どもの食事・栄養・離乳食のことなど）

【イベント】
◎ベビーのためのタッチケア／13：30～14：30

対象：生後4ヶ月ころまでの赤ちゃんとママ
◎パパと一緒にベビーのためのタッチケア／13:30～14:30

対象：生後4ヶ月ころまでの赤ちゃんとパパ（ママもどうぞ♪）

◎赤ちゃんあつまれ！／13：00～15：00
対象：0～6ヶ月までの赤ちゃん

◎はじめてわっくん／13：30～

対象:わっくんひろばを初めてご利用になる方、プレママ、プレパパ

【その他】
■子育てサポートシステム入会説明会

対象：利用会員・両方会員・提供会員希望者
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わっくんひろばサテライト（尻手）2月スケジュール （相談・イベントは現在、全て予約制です。詳細はHPをご覧ください）

わっくんひろばサテライト（尻手）３月スケジュール （相談・イベントは現在、全て予約制です。詳細はHPをご覧ください）

★が表示されている日、時間帯 午前／午後は混雑が予想されます。
●各相談日の前日15：00から当日10：00まで電話で予約を受け付けます。（相談日が（火）の場合（土）15：00から）お電話は開所時間内にお願いします。
■子育てサポートシステム入会説明会に参加ご希望の方は、事前にお問い合わせください。（横浜子育てサポートシステム鶴見区支部TEL.045-582-7610）
◎イベントの詳細は、ホームページをご覧ください。

★が表示されている日、時間帯 午前／午後は混雑が予想されます。
●各相談日の前日15：00から当日10：00まで電話で予約を受け付けます。（相談日が（火）の場合（土）15：00から）お電話は開所時間内にお願いします。
■子育てサポートシステム入会説明会に参加ご希望の方は、事前にお問い合わせください。（横浜子育てサポートシステム鶴見区支部TEL.045-582-7610）
◎イベントの詳細は、ホームページをご覧ください。

緊急事態宣言発出に伴い、相談・イベント
等が中止となる場合があります。

（※1）

（※1）はじめてわっくん ：わっくんひろばサテライトを始めてご利用になる方のための施設案内とおしゃべりの会です。

１
休館日

2避難訓練 3 4
●看護師相談　10:30～〈要予約〉

5★午後
◎ベビーのためのタッチケア

　13:30～14:30〈要予約〉

　1/22（金）9:30～来所・電話受付

6

7
休館日

8
休館日

9 10 １１
休館日

12★午前
●助産師相談　10:00～〈要予約〉

13★午後
◎パパと一緒にベビーのためのタッ

チケア

　13:30～14:30〈要予約〉

　1/30（土）9:30～来所・電話受付

14
休館日

15
休館日

16★午後
◎赤ちゃんあつまれ！

　13:00～〈要予約〉

　2/3（水）9:30～来所・電話受付

17
●保育・教育ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ相談

　10:00～〈要予約〉

18
●保育士相談　10:30～〈要予約〉

19
■子育てサポートシステム入会説明会

　10:00～11:00〈要予約〉

　（利用会員向け）

20

21
休館日

22
休館日

23
休館日

24 25 26★午前
◎手あそびわらべうた

　10:30～11:00〈要予約〉

　2/19（金）15：00～電話受付

27

28
休館日



相 談

お知らせ

わっくんひろばHP

「わっくんひろば」「わっくんひろばサテライト」は社会福祉法人 青い鳥 が横浜市と協働で運営しています。

横浜市鶴見区尻手1-4-51
TEL： 045-642-5710
（JR尻手駅から徒歩8分、
京急鶴見市場駅から
徒歩14分）

横浜市鶴見区豊岡町３８－4
TEL： 045-582-7590
（JR鶴見駅西口から
豊岡商店街を三角方面に
徒歩10分）

鶴見区地域子育て支援拠点

◆OPEN： 9:30～15:30 火曜日～土曜日（フリースペース利用） お電話もどうぞ…受付時間 9:00～17:00
◆休館日：日・月・祝日・年末年始・特別休館日 ※ご利用は無料です。

http://www.wakkunhiroba-tsurumi.jp/

【横浜子育てサポートシステム鶴見区支部】横浜市鶴見区豊岡町38-4（わっくんひろば２F）

「子どもを預かって欲しい方」「子どもを預かれる方」が会員登録をし、地域ぐるみで子育てを応援する会員制の支え合い活動です。

TEL：045-582-7610 FAX：045-582-7591 火～土9:00～17:00 /お電話でもどうぞ…受付時間9:00～17:00

☆緊急事態宣言発出に伴いイベントなどが中止となる場合があります☆

横浜子育てパートナーとは・・・
子育て期の色々な悩みごと、困りごと等について、
相談者の気持ちに寄り添い、
必要な情報を調べたり、適切な支援機関を紹介したりします。

横浜子育てパートナー

【相談専用電話】（開館日の9:30～15:30）

TEL 045-642-5200

●わっくんひろば（豊岡） TEL 045-582-5529
●サテライト（尻手）

わっくんひろばHP

時間 ： 10：30～11：00
対象 ： １歳以上のお子さんと保護者
定員 ： わっくんひろば(2F ラウンジ） ： ６組程度

サテライト（研修室） ： １０組程度
申込み： 予約開始日（右表参照） 15：00～ 電話で受付

◆動きやすい服装でおいでください

★定員になりましたらホームページとTwitterでお知らせします。★

手遊びわらべうた
昔から親しまれている、みなさんも楽しんだことがある
手遊びわらべうた
絵本の読み聞かせを親子で一緒に楽しみましょう。
お気軽にご参加ください♪

日程 予約開始日時 日程 予約開始日時

２月１２日（金）
２月５日（金）
１５：００～

２月２６日（金）
２月１９日（金）
１５：００～

３月１２日（金）
３月５日（金）
１５：００～

３月２６日（金）
３月１９日（金）
１５：００～

わっくんひろば（豊岡町） わっくんひろばサテライト（尻手）

女 性 の た め の 相 談

場 所 ： わっくんひろば ２Fラウンジ ※個別相談

申 込 ： お電話でお申し込みください。（無料）

（わっくんひろば：045-582-7590）

申込締切 ： 2月13日(土)12：00まで受け付けています。

定員になり次第 Twitterでお知らせします。

日 時 ： 2021年2月16日 (火)
①１３：３０～１４：００
②１４：００～１４：３０

担 当 ： NPO法人 かながわ女のスペースみずら 相談員

「みずら」は「女性による女性のためのなんでも相談」

を目的に１９９０年に発足した人権団体です。

国籍、年齢にかかわらず女性のあらゆる相談に

応じています。

ご予約の５分前に
来所してください

母親としてではなく、女性としての様々なご相談
（配偶者のこと、家族のお悩みなど…）

をお受けします。

※相談に関する秘密は守ります。

「わたし」の悩みを気軽に話してみませんか？

子育て期の相談を、身近な 『わっくんひろば（豊岡町）』 や 『わっくんひろばサテライト（尻手）』 で！
お子さん・家族・ママ自身のこと等、何でも気軽にどうぞ。お電話、相談室、お子さんを遊ばせながらひろばでも、お話しやすい方法でお待ちしています。

★子育てパートナーが地域の 「赤ちゃん会」 を訪問します★

2/ 1（月） 上寺尾小学校コミュニティハウス
2/ 3（水） 鶴見中央地域ケアプラザ 、 平安町会館
2/ ４（木） 江ヶ崎公会堂

2/10（水） 東寺尾ケアプラザ
2/25（木） 生麦地域ケアプラザ
3/ 4（木） 上末吉２丁目会館
3/17（水） 矢向一丁目町内会館


