
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

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。

～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。
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出張ひろば

10月からも、回数を増やして、色々な公園に出かけます。ぜひ遊びに来てくださいね。
詳しい日程は、わっくんひろばのホームページやTwiter、Instagramをご覧ください。お問い合わせはわっくんひろばまで。

鶴見区内の色々な公園にわっくんひろばのスタッフが遊びに行きます！

相 談

お家にいながら
わっくんひろばに
いるような…
そんな時間を
楽しみましょう。

ちょっとした
親子遊びや工作。
参加者やスタッフ
みんなでおしゃべり
タイムなどなど。

ご参加お待ちしています。

日 時：11月17日（水）10：30～11：00

対 象：子育て中の保護者（妊娠中の方を含む）
参加費：無料（通信費は参加者負担です）

（「Zoom Cloud Meetings」をインストールしてください）

定 員：５組 (応募者多数の場合は抽選）
申込み期間：11月4日（木）9：30～11月11日（木）15：00
抽選日：11月12日（金）★メールにてお知らせします

【注意事項】
●参加される方は、事前に、わっくんひろば（豊岡町）
または、わっくんひろばサテライト（尻手）の
施設利用登録が必要です。
まだ登録していない方は、来所の上手続きをお願いします。
来所が難しい方は、わっくんひろば（豊岡町）まで
お電話でご相談ください。

●インターネットがつながるＰＣ、タブレット、スマートフォンで
・マイク・カメラが使える環境をご用意ください。
・Wi-Fi環境での参加をお勧めします。

●オンライン上のルールを守ってご参加ください。

ZOOMによる参加の詳細は、お申し込み後、参加者へメールにて
ご案内いたします。

お申込みは
こちらから

みんなで遊ぶって楽しいね。
パラバルーンで大はしゃぎ。

ベンチの情報コーナー
近隣の子育て情報
（子育てサークルやイベント等）を
お伝えします。

ポスター掲げて、チラシを並べて、
スタッフが笑顔でお迎え。
今日は、ここが[わっくんひろば］

お楽しみの時間。みんな夢中
です。

青空の下、スタッフとおしゃべりしながら
子育て相談もできます。

「おそとであそぶのって
楽しいね！」

【当日の流れ】

参加者より
簡単な自己紹介

おしゃべり＆
プレイタイム

わっくんひろば
からのお知らせ

お問い合せ

わっくんひろば 045-582-7590

「こんなイベントが
近くであるんだ！」

「困ったら
ここに電話すれば
いいんだ！」

「ちょっと
お散歩
してみよう！」

「話ができて
スッキリした♪」

【出張ひろば】 拠点から離れた地域、アクセスしにくい地域へ出向き、子育て支援の情報提供や相談、遊びの紹介を行っています。



【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・教育コンシェルジュ 10：00～（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

◎はじめてわっくん 13：30～14：30
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

◎ちっちゃな人形劇 14：00～（入替制）
対象:就学前のお子さんと保護者

◎絵本のよみきかせ 11：00～（入替制）
対象：就学前のお子さんと保護者

◎手遊び・わらべうた ①10：30～／②11：10（入替制）
対象:①ねんねの赤ちゃん ②ハイハイの赤ちゃん

◎工作の会 14：00～
対象:１歳ころからのお子さんと保護者

◎双子・三つ子ちゃん あつまれ！ 10：30～11：30
対象:多胎児の保護者

●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、随時予約を受け付けています。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。

◆小児科医師による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。
◎イベント及び●オンラインイベントの詳細は、ホームページをご覧ください。
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【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

【プレママ・プレパパ向けイベント】

◎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。

1
休館日

2避難訓練

◎ベビーマッサージ

　 10：30～11：30〈要予約〉

　 10/26（火）15：00～電話受付

3
休館日

4
◎こうのとりくらぶ（沐浴体験）

　 10：30～11:30〈要予約〉

　 10/28（木）15：00～電話受付

5
◎手遊びわらべうた

　 10：30～11：40〈要予約〉

　10/29（金）15：00～電話受付

◆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

7
休館日

8
休館日

9
◎赤ちゃん体操とママストレッチ

　 10：30～11：45〈要予約〉

　 11/2（火）15：00～電話受付

10
■子育てサポートシステム入会説明会

　 10：00～11：00〈要予約〉

 　（両方会員向け）

11
◎絵本のよみきかせ

　 11：00～11：45〈要予約〉

　11/4（木）15：00～電話受付

12 13
◎双子・三つ子ちゃん　あつまれ！

　10：30～11：30〈要予約〉

　11/6（土）15：00～電話受付

14
休館日

15
休館日

16
●保育・教育コンシェルジュ相談

　 10：00～〈要予約〉

■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）

17
●オンラインひろば

　10：30～11：00〈ネット予約〉

　※詳細はホームページまで

◎ちっちゃな人形劇

　 14：00～〈要予約〉

 　11/10（水）15：00～電話受付

18 19
●看護師相談(ミニ講話あり）　

　 10：30～〈要予約〉

20
◎はじめてわっくん

　 13：30～14：30〈要予約〉

　 11/13（土）15：00～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
◎絵本のよみきかせ

　 11：00～11：45〈要予約〉

　 11/18（木）15：00～電話受付

◎工作の会

　14：00～14：30〈要予約〉

　11/18（木）15：00～電話受付

26
◎はんどめいどくらぶ

　13：30～14：30〈要予約〉

　11/19（金）15：00～電話受付

27

28
休館日

29
休館日

30

1避難訓練

◆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〉

2
◎ベビーマッサージ

　 10：30～11：30〈要予約〉

　 9/25（土）15：00～電話受付

3
休館日

4
休館日

5
◎赤ちゃん体操とママストレッチ

　 10：30～11：45〈要予約〉

　 9/28（火）15：00～電話受付

6 7
◎こうのとりくらぶ（沐浴体験）

　 10：30～11:30〈要予約〉

　 9/30（木）15：00～電話受付

8
◎手遊びわらべうた

　 10：30～11：40〈要予約〉

　10/1（金）15：00～電話受付

9

10
休館日

11
休館日

12
■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）

13 14
◎絵本のよみきかせ

　 11：00～11：45〈要予約〉

　 10/7（木）15：00～電話受付

●オンラインベビーマッサージ

　14：00～14：45〈ネット予約〉

  ※詳細はホームページまで

15
●看護師相談（ミニ講話あり）

　10：30～〈要予約〉

16
◎工作の会

　14：00～14：30〈要予約〉

　10/9（土）15：00～電話受付

17
休館日

18
休館日

19
◎はじめてわっくん

　 13：30～14：30〈要予約〉

　 10/12（火）15：00～電話受付

20
◎ちっちゃな人形劇

　 14：00～〈要予約〉

　 10/13（水）15：00～電話受付

21 22
💛女性相談

　13：30～/14：00～〈要予約〉

23

24
休館日

   31

25
休館日

26 27
●助産師相談

　10：00～〈要予約〉

28
◎絵本のよみきかせ

　 11：00～11：45〈要予約〉

　 10/21（木）15：00～電話受付

29 30



【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）

【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

【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

◎赤ちゃんあつまれ！／13：00～15：00（時間内出入り自由）

対象：生後6ヶ月までの赤ちゃん

◎はじめてわっくん／13：30～14：30

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

◎ちっちゃな読み聞かせ／10：30～（入替制）

対象：就学前のお子さんと保護者

◎手遊びわらべうた／10：30～11：00

対象：ねんねからおすわりまでのお子さんと保護者

◎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）

★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。

わっくんひろばサテライト

 

1避難訓練★午後
◎ベビーのためのタッチケア

　13：30～14：30〈要予約〉

　9/17（金）15：00～電話受付

2

3
休館日

4
休館日

5 6
■子育てサポートシステム入会

 説明会　 10：00～11：00〈要予約〉

　（提供・両方会員向け）

7
●看護師相談（ミニ講話あり）

　10：30～〈要予約〉

8
●助産師相談

　10：00～〈要予約〉

9

10
休館日

11
休館日

12★午後
◎赤ちゃんあつまれ！

　13：00～〈要予約〉

　9/28（火）15：00～電話受付

13
◎ちっちゃな読み聞かせ

　10：30～〈当日先着〉

14
■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）

15 16

17
休館日

18
休館日

19★午後
◎プレママプレパパの会

　13：00～〈要予約〉

　10/12（火）15:00～電話受付

20 21 22 23

24
休館日

25
休館日

26 27
◎はじめてわっくん

　13：30～14：30〈要予約〉

　10/20（水）15:00～電話受付

28 29★午前
◎手遊びわらべうた

　10：30～11：00〈要予約〉

　10/22（金）15:00～電話受付

30

31 1 2避難訓練 3
休館日

4
●看護師相談（ミニ講話あり）

　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〉

　10/22（金）15:00～電話受付

6

7
休館日

8
休館日

9★午後
●保育士相談（ミニ講話あり）

　10：30～〈要予約〉

◎赤ちゃんあつまれ！

　13：00～〈要予約〉

　10/26（火）15:00～電話受付

10
◎ちっちゃな読み聞かせ

　10：30～〈当日先着〉

11 12
●助産師相談

　10：00～〈要予約〉

13

14
休館日

15
休館日

16★午後
◎プレママプレパパの会

　13：00～〈要予約〉

　11/9（火）15:00～電話受付

17 18 19 20★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〉

　11/6（土）15:00～電話受付

21
休館日

22
休館日

23
休館日

24
◎はじめてわっくん

13：30～14：30〈要予約〉

11/17（水）15：00～電話受付

25
■子育てサポートシステム入会

　説明会　10：00～11：00〈要予約〉

　（提供・両方会員向け）

26★午前
◎手遊びわらべうた

　10：30～11：00〈要予約〉

　11/19（金）15:00～電話受付

27

28
休館日

29
休館日

30
■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）
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【プレママ・プレパパ向けイベント】

◎プレママプレパパの会／13：00～

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。



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(室内消毒作業のため15：00閉館） 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

横浜子育てパートナーとは・・・ （※1）
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）

鶴見区の子育てパートナー（※1）が、お住まいの地域（赤ちゃん会、イベント、ふらっとるーむなど）におじゃまします。

★子育てパートナーが地域の赤ちゃん会を訪問します★
10/6（水） 岸谷会館
10/7（木） 江ヶ崎公会堂

11/10（水） 東寺尾地域ケアプラザ
11/25（木） 矢向地域ケアプラザ
11/30（火） 本町通２丁目会館

相 談

ベビー向けイベント（相談）

1歳半から３歳くらいまでのお子さまのための

小児科医師による

発 達 相 談

お子さんのことで 日頃気になっていることを専門の医師に相談できます。

【 日 時 】 ２０２１年１０月１日（金）

１１月５日（金）
①１４：００～１４：３０／②１４：４０～１５：１０（各一組）

※ご予約の5分前に来所をお願いします。

【対象年齢】１歳半～３歳くらいまで（鶴見区内在住）※３歳過ぎのお子さんはご相談ください。

【 定 員 】２組（１組３０分くらい）

【 会 場 】わっくんひろば２Ｆラウンジ

【申込方法】わっくんひろばまで、お電話にてお申し込みください。
（お子さんの様子を少し聞かせていただく場合があります。）

元気過ぎて
追いかけるのが
大変…

決まった食べ物しか
食べてくれないけど
大丈夫かな。

言葉が
あまり出ないけど
そのうち出るの？

お友だちと
うまく遊べないのが
心配…

わっくんひろば
045-582-7590

までお電話ください

講師：出張助産師 平船 泉先生

場所：わっくんひろばサテライト（研修室）

対象：生後4か月頃までの赤ちゃんとママ ※パパの参加も可

持ち物：バスタオル1枚＆いつものお出かけセット

◆赤ちゃんとママの絆作りを大切にして、遊びながら体を動かし
バランスよく動けるようになる身体の基礎を作ります。

◆赤ちゃんの気持ちを大切にし、赤ちゃんにタッチすることにより
親子の絆が深まります。

イベント後には、
助産師さんに
相談できます。

ママと赤ちゃんの
絆を深めるタッチケア。
体験してみてください。

♥スタッフからのおすすめポイント

見つめ合い、語りかけながら
赤ちゃんにふれてみましょう。

赤ちゃんが安心する抱っこの仕方、赤ちゃんとの過ごし方、

赤ちゃんとの遊び方などを教えてもらえます。

10/2（土） トレッサ横浜 「ENDOKOフェスタ」

パパ向けの
回もあります。

プレママ、
プレパパもどうぞ ♪

11/12（金） 荒立じゃんけんポン

★出張相談★★情報提供★

※日程、予約方法など、詳細はわっくんひろばのホームページをご覧ください。

イベントの様子


