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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。

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

2022.2月

3月
2022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。

サテライトのイベント

◆赤ちゃんと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。
◆「まだ赤ちゃんにどう接していいのかわからない」というパパ。
ぜひご参加ください！

◆プレママ、プレパパもお待ちしています。

日 時 ： ２月1９日（土）13：30～14：30
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パパ（ママもどうぞ）

定 員 ： 4組程度（要予約）

持ち物 ： バスタオル1枚 いつものお出かけセット

申込み ： ２月５日（土）15：00～電話で受付

上のお子様を連れ
てのご参加はでき
ません。

動きやすい服装で
おいで下さい。

初めて参加される方
優先です。

そろそろお友達と遊ばせたいけど、どうしたらいいのかな？
子育てサークルってどんなことやっているのかなぁ？

春から何か始めたいママ、子どもといろいろな体験をしたいママもぜひお越しください。

鶴見区で活動している「子育てサークル」の最新情報をご紹介します！

お知らせ

期間：Ｒ４２月１５日（火）～３月１５日（火）

９：３０～１５：００ ※イベントなどで掲示をご覧いただけない時間帯もあります。

わっくんひろばや、わっくんひろばサテライトでサークルの紹介を行う日があります。
サークルの代表者さんから直接お話しが聞けますよ。
詳しい日程は、ホームページやTwitterをご覧になるか、わっくんひろば または サテライトまでお問い合わせください。

子育てサークルって何？

おおむね１歳以上のお子さんとそのママたちが集まって、みんなで工作遊びや遠足、季節の行事など
を行っています。
場所はそれぞれの地区のケアプラザや自治会館を使うことが多いようです。
月５００円程度の会費を集めて、ママたちが力を合わせて運営しています。

わっくんひろばサテライトまでお申し込み
ください

＊ 感染症対策のため、イベント等が変更・中止になる場合があります。ホームページをご確認ください。 ＊
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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）

●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。

【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 14：00～15：00
対象：初めてのお子さんを妊娠中の方
※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。

◎はんどめいどくらぶ 13：30～14：30
対象：プレママ・パパ （ねんねの赤ちゃんとママ・パパもどうぞ！）
※1家族大人１名までのご参加となります。

【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）
●保育士相談 10:30～（子どもとの過ごし方）

【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 13：30～15：00
（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

◎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 2/ 9㈬①14：00～／②14：30～ （入替制）

３/11㈮①10：30～／②11：00～ （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

◎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

1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〉

　 1/25（火）15：00～電話受付

2
◎ベビーマッサージ

　 10：30～11：30〈要予約〉

　 1/26（水）15：00～電話受付

3 4 5

6
休館日

7
休館日

8
●保育士相談

　10：30～〈要予約〉

◎こうのとりくらぶ（沐浴体験）

　14：00～15：00〈要予約〉

　 2/1(火)15：00～電話受付

9
■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）

◎手遊びわらべうた

　 14：00～15：00〈要予約〉

　2/2（水）15：00～電話受付

10
◎絵本のよみきかせ

　 11：00～11：45〈要予約〉

　 2/3（木）15：00～電話受付

◎はじめてわっくん

　 13：30～14：30〈要予約〉

　 2/3（木）15：00～電話受付

11
休館日

12

13
休館日

14
休館日

15 16
●助産師相談

　10：00～〈要予約〉

◎ちっちゃな人形劇

　 14：00～〈要予約〉

　 2/9（水）15：00～電話受付

17 18
●看護師相談（ミニ講話あり）

　10：30～〈要予約〉

◆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〉

19
◎工作の会

　14：00～14：30〈要予約〉

　2/12（土）15：00～電話受付

20
休館日

21
休館日

22 23
休館日

24
◎絵本のよみきかせ

　 11：00～11：45〈要予約〉

　 2/17（木）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〉

 　（利用会員向け）

💛女性相談13：30～〈当日受付〉

26
◎はんどめいどくらぶ

　13：30～14：30〈要予約〉

　2/8（火）15：00～電話受付

１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〉

　 2/22（火）15：00～電話受付

２
◎ベビーマッサージ

　 10：30～11：30〈要予約〉

　 2/22（火）15：00～電話受付

◎こうのとりくらぶ（沐浴体験）

　14：00～15：00〈要予約〉

　2/22(火)15：00～電話受付

3 4
◆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〉

5

6
休館日

7
休館日

8 9
■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）

10
◎絵本のよみきかせ

　 11：00～11：45〈要予約〉

　3/3（木）15：00～電話受付

11
◎手遊びわらべうた

　 10：30～11：30〈要予約〉

　3/4（金）15：00～電話受付

12

13
休館日

14
休館日

15 16
◎ちっちゃな人形劇

　 14：00～〈要予約〉

 　3/9（水）15：00～電話受付

17 18
●看護師相談(ミニ講話あり）　

　 10：30～〈要予約〉

◎工作の会

　14：00～14：30〈要予約〉

　3/11(金)15：00～電話受付

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
休館日

21
休館日

22
休館日

23
●助産師相談

　10：00～〈要予約〉

24
◎絵本のよみきかせ

　 11：00～11：45〈要予約〉

　3/17（木）15：00～電話受付

25 26
◎はじめてわっくん

　 13：30～14：30〈要予約〉

　 3/19（土）15：00～電話受付

27
休館日

28
休館日

29
●保育教育コンシェルジュ相談

　10：00～〈要予約〉

30 31

27 28
休館日 休館日
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【専門相談】

●看護師相談（子どもの健康･発育など）

●助産師相談（授乳･赤ちゃんの健康など）

●保育･教育コンシェルジュ相談（保育園の入園手続きなど）

●保育士相談 （子どもとの過ごし方など）

【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 (時間内出入り自由）
対象：0～6ヶ月までの赤ちゃん

◎ちっちゃな読み聞かせ／10：30～
対象:就学前のお子さんと保護者

◎手遊びわらべうた／10:30～
対象:ねんねからおすわりまでのお子さんと保護者

◎はじめてわっくん／13:30～
対象:就学前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
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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。

【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】

◎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鶴見区在住の方

（パートナーの方もどうぞ）
※妊娠中は体調が不安定な場合があります。無理のないようご参加ください。

1避難訓練 2 3
●看護師相談（ミニ講話あり）

　10：30～〈要予約〉

4★午後
◎ベビーのためのタッチケア

　13：30～14：30〈要予約〉

　1/21（金）15：00～電話受付

5★午前
◎双子・三つ子ちゃんあつまれ！

　10：30～11：30〈要予約〉

　1/29（土）15：00～電話受付

6
休館日

7
休館日

8★午後
■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）

◎赤ちゃんあつまれ！

　13：00～〈要予約〉

　1/25（火）15:00～電話受付

　

9
◎ちっちゃな読み聞かせ

　10：30～〈当日先着〉

10 11
休館日

12

13
休館日

14
休館日

15★午後
◎プレママプレパパの会（沐浴体験）

　13：00～〈要予約〉

　2/8（火）15：00～電話受付

16
●助産師相談

　10：00～〈要予約〉

17 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★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〉

　2/5（土）15:00～電話受付

20
休館日

21
休館日

22
●保育・教育コンシェルジュ相談

　10：00～〈要予約〉

◎はじめてわっくん

　13：30～14：30〈要予約〉

　2/15（火）15:00～電話受付

23
休館日

24 25★午前
◎手遊びわらべうた

　10：30～11：00〈要予約〉

　2/18（金）15:00～電話受付

26

27
休館日

28
休館日

1避難訓練 2
■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）

3
●看護師相談（ミニ講話あり）

　10：30～〈要予約〉

4★午後
◎ベビーのためのタッチケア

　13：30～14：30〈要予約〉

　2/18（金）15:00～電話受付

5

6
休館日

7
休館日

8★午後
◎赤ちゃんあつまれ！

　13：00～〈要予約〉

　2/22（火）15:00～電話受付

9
◎ちっちゃな読み聞かせ

　10：30～〈当日先着〉

10 11
●助産師相談

　10：00～〈要予約〉

12

13
休館日

14
休館日

15★午後
◎プレママプレパパの会（沐浴体験）

　13：00～〈要予約〉

　3/8（火）15:00～電話受付

16
●保育士相談（ミニ講話あり）

　10：30～〈要予約〉

17
■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）

18 19

20
休館日

21
休館日

22
休館日

23
◎はじめてわっくん

　13：30～14：30〈要予約〉

　3/16（水）15:00～電話受付

24 25★午前
◎手遊びわらべうた

　10：30～11：00〈要予約〉

　3/18（金）15：00～電話受付

26

27
休館日

28
休館日

29 30 31



イベント

出張ひろば

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

わっくんひろばHP

鶴見区内のいろんな公園にわっくんひろばのスタッフが遊びに行きます。

雨天、荒天の際は中止になります。
天候などにより早めに終了することがあります。
ホームページ、Twitterでお知らせしていますので、
確認してからお出かけくださいね。

今後の予定

日
時

3/1
（火）

3/8
（火）

3/11
（金）

場
所

新鶴見
公園

獅子ヶ谷
1丁目公園

駒岡
第一公園

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

【内容】 ひろばの利用案内
利用登録 など

【定員】 各回 ４組程度

『わっくんひろば』と『わっくんひろばサテライト』を
利用したことがない方のための、ひろばの紹介プログラムです。

施設の見学をしたり、おしゃべりしたり。 情報提供も行います。
妊娠期の方のご参加もお待ちしています！

⚫ 出産前に情報収集と見学に行ってみようかな。

⚫ 赤ちゃんが生まれたから行ってみよう！

⚫ 何ができるところ？

⚫ どんな場所なんだろう？

⚫ 行ってみたいけど、一人ではちょっと緊張するかも…

⚫ 友達作りのきっかけに…

※新規登録・利用はいつでもどうぞ！上記イベント以外の日もお気軽にお越しください。お待ちしています♪

子育てパートナー
子育て中の「困ったなぁ」「どうしよう」を

に相談しませんか？

プレママ・プレパパ・
未就学のお子さんをお持ちの方・
地域の方など…

子育てに関わる方ならどなたでも

ご利用いただけます。

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。

お電話、
「ひろばで子どもを遊ばせながら…」
「相談室でゆっくりと…」 いろいろな方法で相談できます。

【相談専用】（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
横浜市利用者支援事業

わっくんひろば（豊岡町） 申込日 わっくんひろばサテライト（尻手） 申込日

2月10日（木）13：30～14：30 2/　3（木）15：00～ 2月22日（火）13：30～14：30 2/15（火）15：00～

3月26日（土）13：30～14：30 3/19（土）15：00～ 3月23日（水）13：30～14：30 3/16（水）15：00～


