
 

  

 

  

 

 

 

おうちで外出自粛の親子さん！「はっち」のスタッフと気軽なおしゃべりをしませんか？ 

  

 

 

 

 

火 水 木 金 土 

２   
 

 

３ 
赤ちゃん相談 
１０:００～１１:４０（事前申込制） 

 

４ はっちオンライン  
はっちスタッフとおしゃべりタイム 

 

５  
＜研修室＞（当日申込） 

ウォーターボトルをつくろう！ 
１２：００～１３：３０  

６  

＜研修室＞（事前申込制） 

パパのおもちゃづくり 
１３：3０～１４：３０ 

９  

 

１０  

＜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 
 

１１ はっちオンライン  
はっちスタッフとおしゃべりタイム 

＜研修室＞(事前申込制) 

子サポ入会説明会 
１２：30∼1３：30 5 組 

１２ 

 

１３ パパ day！ 

 

＜研修室＞（事前申込制） 

初めての沐浴体験 

①13：00～②１４：００～<受付終了> 

１６  １７ 

防災訓練 

 

１８ はっちオンライン  
はっちスタッフとおしゃべりタイム 

 

＜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 

 

１９  
＜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 

 

  

２０ 休館 

   春分の日 

２３  
＜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 

 

２４  

ピアノのしらべ １０：３０～１１：００ 

 

２５ はっちオンライン 

はっちスタッフとおしゃべりタイム 

＜研修室＞（当日申込） 

ウォーターボトルをつくろう！ 

１２：00～１3：３０  
 

 

２６  

 

２７ 
プレママ・プレパパうぇるかむでぃ 

＜研修室＞（事前申込制） 

赤ちゃんとの生活プチ体験 

１０:３０～１１:３０ 定員８組 

＜研修室＞(事前申込制) 

子サポ入会説明会 
12：30∼13：30 5 組 

 

３０ 
＜研修室＞（事前申込制） 

プレママおしゃべりタイム 
１2：3０～１３：３０ 定員 10 名 

 

３１ 
＜研修室＞ 
でんしゃのへや 10：00～１５：0０ 

 

   

毎週木曜日 

１０：００～１０：４０ 

はっちスタッフと 

おしゃべりタイム 

はっちスタッフが日替わりでおしゃべりに参加します 

申込を 1回しておけばどの日でも参加 OKです！ 

コロナ禍の子育てだからこそ、人とつながりたい！ 

「誰かと話した～い！」という時、ぜひご参加ください。 

 

2021年 ３月
 

 

３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。  

開催時間の 10分前から ZOOMに入室が可能です。 

申込方法 ： 各イベント右にある QR コードを読み取り「申込フォーム」からお申し込みください。 

参加対象 ： はっちの登録カードのある方（未登録の方は要相談） 

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アプリのダウンロードは無料でできます。初めての方はお気軽にはっちにお問合せください。  

港南区地域子育て支援拠点 

申込は上のＱＲコードから！ 

ひなまつりウィーク 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前申込が必要な相談・イベント    注意：定員になり次第受付終了 

日 程 行 事 名 申 込 方 法 定員 

３/３（水）10：00～11：40 赤ちゃん相談 受付 2/12 (金)～ 20分/組 先着順 来館 orＴEL ５組 

３/10（水）10：10～10：40 1歳児さんあつまれ～（１歳～１歳 5か月） 受付 3/2（火） ～ 先着順 来館 orTEL 10組 

3/１1（木）12：30～13：30  子サポ入会説明会 子サポ専用電話 045-515-7306 ５組 

3/１8（木）13：00～13：30 プレママ・0歳児のママあつまれ～！ 受付 3/3（水） ～ 先着順 来館 orTEL 10組 

3/19（金）10：10～10：40  1歳児さんあつまれ～（１歳 6か月～） 受付 3/2（火） ～ 先着順 来館 orTEL 10組 

3/23(火)13：00～13：３0 プレママ・0歳児のママあつまれ～！ 受付 3/3（水） ～ 先着順 来館 orTEL 10組 

3/27（土）10：30～11：30 プレママ企画 赤ちゃんとの生活プチ体験 受付 3/13（土） ～ 先着順 来館 orTEL ８組 

3/27（土）12：30～13：30 子サポ入会説明会 子サポ専用電話 045-515-7306 ５組 

3/30(火)12:30～13:30 プレママおしゃべりタイム 受付 3/16(火)～ 先着順 来館 orTEL 10名 

4/7（水）10：00～11：40 赤ちゃん相談 受付 3/11（木） ～ 先着順 来館 orTEL ５組 

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！  

2021 年３月（Vol.156） 
 

《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 

＜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    

３/５（金） ３/２５(木) 12:00～13:30 ウォーターボトルをつくろう！ 1 日 20 セットまで 

事前申込不要！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。製作時間は 20 分程度です。 

ひろばでの遊ぶ時間を含め利用時間上限 2 時間以内で参加できるようにお越しください。 

 

 

 

春です！はっちでお花見しましょう！ 

はっちの建物横にある大きな木は桜です。 

毎年満開の時にはここで写真を撮ったり、お散歩を 

しながらお花見を楽しんで 

います。今年はいつ咲き 

始めるかな？また、秋に 

植えたチューリップも 

何色が咲くのか見に来て 

くださいね！ 

 

ひろばに新しいえほんがたくさん入荷しました！ 

はっちではえほんを自然に親子に楽しんでもらおうと、

棚にディスプレイしてえほんを置いています。すると、素

敵な表紙に興味を持った子どもたちが手に取り、パパや

ママに読んでもらっている姿をあちらこちらで見かける

ように・・。そして今年はコロナ禍でおうち時間も長くな

り、えほんの貸し出しを利用しておうちでも楽しんでもら

っているようです。そこで、はっちでは新しいえほんをた

くさん購入しました。ひろばに順番に並べていきますの

でどうぞ親子で楽しんでくださいね。 

はっち利用者アンケートを実施しました！ 
2020年 12月～2021年 1月の間 190名の方にご協力
いただきました。結果は、はっちでの掲示および配布にて
お知らせしています。お答えいただいた結果をもとに今後
も楽しいはっちの運営に活していきたいと思います。 
ご協力ありがとうございました。《スタッフ一同》 


