
 

  

 

  

 

 

 

   

火 水 木 金 土 

３ 休館 

文化の日 

４ 
赤ちゃん相談 

10:00～11:40（事前予約制） 

 

５ 
＜研修室＞（受付終了） 

いっしょ いっしょ！!② 

 

６  
＜研修室＞（当日申込） 

ウォーターボトルをつくろう！ 
12：00～１3：３０  

 

７ 
＜研修室＞（事前申込制） 
はっちママのおしゃべりタイム 

プレママ・０歳児のママあつまれ～ 

１３：００～１３：３０ 定員 10 組 

１０ 

 

１１  

防災訓練 

１２ 
＜研修室＞（事前申込制） 

１歳児さんあつまれ～ 
1 歳～1 歳 5 か月 

１０：１０～１０：４０ 定員 10 組 

＜研修室＞(事前申込制) 

子サポ入会説明会 13：30∼14：30 

 

１３ 
 

１４ パパ day！ 
＜研修室＞（事前申込制） 

ウォーターボトルを作ろう！ 
10：10～１1：0０ 8 組 

 

１７ 

 
 

１８ 
＜研修室＞（事前申込制） 
１歳児さんあつまれ～ 
1 歳 6 か月～  

10:10～10:40 定員 10 組 

＜研修室＞ 
でんしゃのへや 
１１：30～１５：00 

１９ 
 

２０ はっちオンライン 
 

ピアノのしらべ 

１０：３０～１１：００ 

 

２１  

公園あそび 
日野中央公園 10:30～11:30 

チューリップ球根植え 現地集合 
プレママ・プレパパうぇるかむでぃ 

＜研修室＞（事前申込制） 

初めての沐浴体験 

①１3：0０～②14：0０～＜受付終了＞ 

２４ 休館  

祝日の翌日のため 

２５  
＜研修室＞（事前申込制） 

はっちママのおしゃべりタイム 

プレママ・０歳児のママあつまれ～ 

１３：００～１３：３０ 定員 10 組 

 
 

 

２６ 
＜研修室＞（受付終了） 

いっしょ いっしょ！!③ 

 

２７ はっちオンライン 

＜研修室＞（当日申込） 

ウォーターボトルをつくろう！ 
12：00～１3：３０  

 
 

  

２８ 
＜研修室＞(事前申込制) 

子サポ入会説明会 13：30∼14：30 

 
 

事前申込が必要な相談・イベント    注意：定員になり次第締切となります。 

日 程 行 事 名 申 込 方 法 定員 

11/4（水）10：00～11：40 赤ちゃん相談 20分/組 先着順 来館 orＴＥＬ 5組 

11/７（土）13：00～1３：30 プレママ・0歳児のママあつまれ～ 受付１0/27～ 先着順 来館 orTEL  10組 

11/12（木）10：10～10：40 1歳児さんあつまれ～（１歳～１歳 5か月）  受付１0/29～ 先着順 来館 orTEL 10組 

11/12（木）13：30～14：30 子サポ入会説明会 子サポ専用電話 045-515-7306 10組 

11/14（土）10：10～11：00  パパ day ウォーターボトルを作ろう！ 受付 10/14～ 先着順 来館 orTEl 8組 

11/18(水)10：10～10：40 1歳児さんあつまれ～（１歳 6か月～） 受付１0/29～ 先着順 来館 orTEL 10組 

11/25（水）13：00～13：30 プレママ・0歳児のママあつまれ～！ 受付 10/27～先着順 来館 orTEL 10組 

11/28（土）13：30～14：30  子サポ入会説明会 子サポ専用電話 045-515-7306 10組 

12/2（水）10：00～11：40 赤ちゃん相談 受付 11/11～ 20分/組 先着順 来館 orＴＥＬ ５組 

2020年 １１月
 

 

1１月のカレンダー 
＜開館日＞ 火・水・木・金・土  

＜開館時間＞１０：００～１５：３０（閉館後消毒作業を実施） 

＜休館日＞ 日・月・祝日・年末年始・施設点検日 

※月曜が祝日の場合は、翌日の火曜も休館となります。  

港南区地域子育て支援拠点 

新型コロナウイルス感染予防のため体調の確認と大人はマスク着用でご利用ください。詳しくはHPをご覧ください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はっちは毎日わくわく day! 楽しい企画はこのほかにもいっぱい！ Facebookもみてね！  

2020 年 11 月（Vol.152） 
 

《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 
E-mail  info@hacchi.org  ＊＊ 無断転載・転写はご遠慮ください ＊＊ 

はっちには駐車場がありません。 公共の交通機関をご利用ください。 

＜子育ての相談＞ お気軽にお電話ください(^▽^)/ 

横浜子育てパートナー 相談・予約専用ダイヤル  

TEL:045-844-0112 FAX:045-848-0688  

ZOOMを使ってお家にいながら、おしゃべり会や講座受講・イベント参加がオンラインできます！ 
お子さんもご一緒にどうぞ！おむつ替えなどの途中退室も OK! 事前申し込み制になります。 

１1月 20日(金） ママのストレッチ講座 イスに座ってできる簡単なストレッチで肩こりを解消しよう！ 

11月 2７日（金） おむつはずれ講座 2～3歳児対象 保育園の先生に聞く入園までに知りたいトイトレの事♪ 

 

実施時間 ：  １０：００～１０：４０ （９：５０より ZOOM入室受付） 

申込方法 ： QRコード「申込フォーム」からお申し込みください。 

参加対象 ： はっちに利用登録をされている方 

（申込にはっち登録番号を入力いただきます） 

注意事項 ： 自宅のネット環境・PCやスマホなどが必要です。 

 録画や録音はご遠慮ください。 

       顔や背景が映りますのでご承知おきください。 

ZOOM利用は無料です。アプリのダウンロードについては、はっちに直接お問合せください。  

＜子どもの預かり＞ リフレッシュ利用も可能です♡ 
横浜子育てサポートシステム港南区支部  
TEL：045-515-7306 FAX：045-848-0688    

11/6（金） 11/27(金) 12:00～13:30 ウォーターボトルをつくろう！ 1 日 20 セット 

申込はいりません。当日はっちの受付でお申し出ください。申込順にスタッフがご案内します。 

持ち物：洗剤でよく洗ったペットボトル 2 本（～350ml 程度）材料費 100 円 （1 人 1 個まで） 

保育はありません。小さなお子さまはおんぶをしてご参加ください。 

利用時間上限 2 時間内で作れるように調整してお越しください。 

※事前申込制 11/14(土)パパ day ウォーターボトルを作ろう！持ち物・材料費は上記と同じです。 

Do  

公園あそび 日野中央公園 チューリップの球根植えをするよ！ 
11/21（土）10：30～11：30 現地集合・解散 集合場所：日野中央公園 芝生広場 
花壇に球根を植えたり、芝生広場で思いっきりあそべるよ！雨天中止の場合はホームページでお知らせします。 

QRコードから 
申し込んでね 

 

♡♡ はっちが安心して過ごしてもらえるひろばであるために ♡♡ 
 新型コロナウイルス感染症がなかなか終息しませんがはっちは工夫をして運営をしています。 

感染防止のため、検温・手指消毒・おもちゃや室内の消毒作業を毎日実施しています。 

三密にならないよう、定期的な換気・遊具の配置・利用人数の調整も行っています。 

妊娠期の方にもお話しやすいテーブル席も用意しました。 

感染リスクが高まるので飲食はもう少し我慢をおねがいします。 

赤ちゃんがゴロンとして過ごせるスペースをひろばにも拡大しました！！ 

職員も赤ちゃんを抱っこさせてもらえるよう手洗い・マスクを着用。 

お天気の良い日にはウッドデッキでお砂場遊びもできます。 

イベントのない日は２階にトランポリンや滑り台もおいています！ 

もちろんおもちゃや遊具は消毒できる素材のものを厳選しました。 

これからの季節、床暖房完備のひろばであたたかく過ごしませんか？ 


