
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

～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、ゆったり過ごせます。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。 
 
２階には、子どもの預けあいで子育てを応援する子育てサポートシステム鶴見区支部 
の事務局があります。 
研修室は、横浜子育てサポートシステムの研修や、地域で子育て支援に関わってくださる方々のための研修、情報提供などのため
に使用しています。地域の子育て支援活動のために利用することもできますので、お声をかけてください。 
 
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。 

 

  

お電話でもお話をうかがいます。 

誰かと話がしたいとき、お出かけしたいのに 

できない・・けれども誰かに聞いてほしい時など、

いつでもお待ちしています。 

受付時間 ９：００～17：00 

電 話 ５８２－７５９０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

スタッフの紹介   上原 紀子 

こんにちは。４月よりひろばスタッフの仲間入りをしました。 

よろしくお願いします。 

皆さんの笑顔にたくさんの元気をいただきながら、ひろばのことを覚

えているところです。 

ひろばに遊びにいらっしゃいませんか？ お待ちしております。 

  

  

  

  

 

抱っこのしかたや寝かせ方、毎日の過ごし方などを 

お話ししてくださいます。 

講 師：出張助産師 平船 泉先生 

日 時：10 月 31 日（木）１０：３０ ～１１：３０ 

場 所：わっくんひろば ２F 研修室 

対 象：０歳児の赤ちゃんとママ（パパも可） 

託児はありません。赤ちゃんと一緒にお話を聞きます。 

定 員：２０名 

申込み：１０月１６日（水）より来所にて受付開始 

  

 

双子・三つ子ちゃん大集合 
日 時：１１月９日（土）１０：００～１１：３０      

内 容：ハンドトリートメント（参加費 500円、定員 20 名） 

トリートメント中は保育があります。 

申込み：10 月 25 日（金） お電話または来所で（先着順） 

～０歳児との過ごし方～ 

助産師さんのおはなし 

～わたしの孫、地域の孫、 

みんなで育てよう鶴見の子どもたち～ 
子育て中のパパ・ママも実はわからないことがいっぱい。インターネットでいろいろな情報が手に入るけど、どれを信じてよ

いか迷うことも。そんな時に頼りになるのが、子育ての大先輩！の皆様です！お孫さんがいらっしゃる方、これからおじいち

ゃんおばあちゃんになられる方、そしてなにより地域の子育てを応援したい皆様、「今のママ達は？現代の子育ては？」といっ

たお話を聞きながら、皆さんで交流しませんか？ 

 

日 時：平成２５年１１月２７日（水）１０：００～１１：３０ 

場 所：わっくんひろば ２F 研修室  

対 象：地域の子育てに興味のある方、お孫さんのいらっしゃる方、 

未来のおじいちゃん・おばあちゃん 

定 員：４０名（先着順） 

受付開始：平成２５年１１月６日（水） 

申込方法：電話か来所でお申込みください。 

 

 

 

 

 

【講師】棒田 明子（ぼうだ・あきこ）氏 
NPO 法人孫育て・ニッポン理事長。NPO法人こまちぷらす理事。 
WEBサイト「孫育て上手」「ユウ chan」編集長。 
ラジオ、テレビに多数出演。 
著書に『祖父母に孫をあずける賢い 100 の方法』（岩崎書店）、 
「ママとパパも喜ぶ いまどきの幸せ孫育て」（家の光出版）。 

 

交流会のご案内 
講座の後、引き続き子育てサポートシステムの
交流会が行われます。会員でない方も大歓迎！
子育てサポートシステムにご興味のある方、 
今の子育てについてもっと情報交換したい方、
講演についておしゃべりしたい方、 
ぜひご参加くださいませ！ 
 

時  間：１１：４５～１３：００ 

会  費：５００円（昼食代） 

申込方法：電話か来所にて 

 

発行 横浜市鶴見区地域子育て支援拠点わっくんひろば      第 21号 平成 25 年 9月（年６回発行） 鶴見区のマスコット 
「ワッくん」 



┓10月の予定┛ 
１ (火)  12 (土)  22 (火) 助産師相談 10:30～11:30（受付～11:00） 

２ (水) ベビーマッサージ 10:20～11:30 13 (日) 休館日 23 (水) 手遊び・わらべ歌 11:00頃～ 

３ (木)  14 (月) 休館日 24 (木) 絵本よみきかせ 11:00～ 

４ (金)  15 (火) 特別休館日 25 (金)  

５ (土)  
16 (水) 

保健師相談 10:30～11:30（受付～11:00） 26 (土)  

６ (日) 休館日 子サポ入会説明会 10:00～1100 27 (日) 休館日 

７ (月) 休館日 17 (木)  28 (月) 休館日 

８ (火)  18 (金) ベビーケアとママビクス 10:20～11:45 29 (火)  

９ (水) 
保育コンシェルジュ相談 10:00～11:30 19 (土)  30 (水)  

（受付～11:00） 20 (日) 休館日 
31 (木) 

ママ向けぷち講座「０歳児との過ごし方」 

10 (木) 絵本よみきかせ 11:00～ 21 (月) 休館日 10:30～11:30 

11 (金) マタニティビクス 10:30～11:45       

 

┓11月の予定┛ 
１ (金) ベビーマッサージ 10:20～11:30 12 (火)  21 (木)  

２ (土)  
13 (水) 

保育コンシェルジュ相談 10:00～11:30 22 (金)  

３ (日) 休館日 （受付～11:00） 23 (土) 祝日 

４ (月) 祝日 14 (木) 絵本よみきかせ 11:00～ 24 (日) 休館日 

５ (火) 特別休館日 15 (金) ベビーケアとママビクス 10:20～11:45 25 (月) 休館日 

６ (水) 歯科衛生士相談 10:30～11:30（受付～11:00） 16 (土) 子サポ入会説明会 14:30～15:30 26 (火) 助産師相談 10:30～11:30（受付～11:00） 

７ (木)  17 (日) 休館日 27 (水) 孫育て講座 10:00～11:30 

８ (金) マタニティビクス 10:30～11:45 18 (月) 休館日 28 (木) 絵本よみきかせ 11:00～ 

９ (土) 双子・三つ子ちゃん大集合！ 19 (火)  29 (金)  

10 (日) 休館日 20 (水) 手遊び・わらべ歌 11:00頃～ 30 (土)  

11 (月) 休館日       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴見区地域子育て支援拠点   わっくんひろば  
横浜市鶴見区豊岡町３８－4（鶴見駅西口から豊岡商店街を三角

みかど

方面に徒歩 10分） 

 

【 子 育 て ひ ろ ば 】   ※ご利用は無料です 

お子さん連れでもゆっくりくつろげるフリースペース（子育てひろば）、 

子育て何でも相談、情報の提供、本の貸出など 

TEL 045-582-7590  FAX 045-582-7591 
火曜日～土曜日  9:30～15:30  お電話でもどうぞ・・受付時間 9:00～17:00 

 

【横浜子育てサポートシステム 鶴見区支部】 

「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 

火曜日～土曜日 9:00～17:00   お電話でもどうぞ・・・受付時間 9:00～17:00 
 

☆休館日  毎週日曜日・月曜日、国民の休日、祝日、年末年始 

特別休館日（10/15、11/5、12/24、1/14） 
 

わっくんひろば ホームページ 
URL  http://www.wakkunhiroba-tsurumi.jp 

「わっくんひろば」は社会福祉法人青い鳥が 
鶴見区から委託を受けて運営しています 

 

 

┻イベントの説明┻ 
【予約なし】 

┨みみよりわっくん（専門の方に相談できます） 

┐保健師（子どもの発達・ママの健康など） 

┐歯科衛生士（歯磨きなど） 

┐栄養士（離乳食など） 

┐保育士（遊びや生活リズムなど） 

┐助産師（授乳・赤ちゃんの健康など） 

┐保育コンシェルジュ（保育園入園の手続きなど） 

┨もりの木さんの絵本よみきかせ 

┨うたごえわっくん 

┐わっくんひろばに来られるお歌大好きなママたちの 

素敵な歌声をお楽しみください 

【予約あり】 

┨マタニティビクス・ヨガ 

┐対象：安定期に入ったプレママ 

┨ベビーケアとママビクス 

┐対象：生後３か月頃までのママとベビー 

┨ベビーマッサージ（オイルなしの入門編） 

┐対象：４か月以上で首が座ってから 

┨双子ちゃん・三つ子ちゃん大集合 

┐対象：双子ちゃん三つ子ちゃんの保護者 

┨子育てサポートシステム入会説明会 

┐対象：利用会員・両方会員希望者 

 


