港南区地域子育て支援拠点

2021 年 ４月

＜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。

４月のカレンダー

はっちはみなさんが安心して過ごしていただけるよう、現在授乳と水分補給以外の飲食を中止しています。
また、ご利用の際は入館時に手指消毒と検温・大人の方はマスク着用でお越し頂けますようご協力をお願いします。
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＜研修室＞(事前申込制)

はっちオンライン

子サポ入会説明会
12：30∼1３：30

はっちスタッフとおしゃべりタイム
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９

＜研修室＞（事前申込制）

＜研修室＞（当日申込）

10:00～11:40

はじめてさんの日

ウォーターボトルをつくろう！

12:30～13:30

12：00～１3：３０
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１５

１６

はっちオンライン

＜研修室＞（事前申込制）
プレママ・０歳児のママあつまれ～
12:45～１３：３０

６

７

＜研修室＞（事前申込制）
プレママ・０歳児のママあつまれ～
12:45～１３：３０

赤ちゃん相談（事前予約制）

１３

保育教育コンシェルジュ相談
（事前予約制） 10:00～11:40
＜研修室＞(事前申込制)

子サポ入会説明会

はっちスタッフとおしゃべりタイム

土

１０

パパ day！

公園で遊ぼう！（日野中央公園）
１０：３０～１１：３０

現地集合・解散

１７

ピアノのしらべ １０：３０～１１：００

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

１２：３０～１３：30

２０

２１

２２

＜研修室＞（当日申込）

＜研修室＞（事前申込制）

公園で遊ぼう！（上大岡公園）

２３

ウォーターボトルをつくろう！

１歳児さんあつまれ～

１０：３０～１１：３０

12：00～１3：３０

10:10～10:50

２４
＜研修室＞(事前申込制)

子サポ入会説明会

現地集合・解散

１２：３０～１３：30

はっちのこいのぼりをつくろう！（４/23～5/１）

２７

２８

保育教育コンシェルジュ相談
（事前予約制） 10:00～11:40

心理師さんとひろばで話せるよ

２９

10:30～11:30

昭和の日

３０

防災訓練

＜研修室＞（事前申込制）

休館

５/１
でんしゃのへや 10：00～１５：0０

１歳児さんあつまれ～
10:10～10:50

４

５

みどりの日

休館

こどもの日

休館

６

７

公園で遊ぼう！（最戸一丁目公園）

＜研修室＞（事前申込制）
プレママ・０歳児のママあつまれ～
12:45～１３：３０

１０：３０～１１：３０

現地集合・解散

＜研修室＞(事前申込制)

８

パパ day！

＜研修室＞（事前申込制）

パパと一緒に赤ちゃん運動会
10：15～11:30

子サポ入会説明会
１２：３０～１３：30

1 日（木）・15 日（木）

はっちスタッフと

１０：００～１０：４０

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。

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。

申込は上のＱＲコードから！

事前申込が必要な相談・イベント
日 程

注意：定員になり次第受付終了

行 事 名

申 込 方 法

定員

４/３（土）1２：３０～1３：３０

子サポ入会説明会

子サポ専用電話 045-515-7306

10 組

４/６（火）1２：４５～13：３０

プレママ・0 歳児のママあつまれ～

受付 3/24（水）～ 先着順 来館 orTEL

10 組

４/７（水）1０：００～１１：４0

赤ちゃん相談

受付 ３/11(金)～ 20 分/組 先着順 来館 orＴEL

４/８（木）１２：３０～１３：３０

はじめてさんの日

受付 3 /25（木）～ 先着順 来館 orTEL

４/１４（水）１０：００～１１：４０

保育教育コンシェルジュ相談

受付 ４/１（木）～ 20 分/組

４/１４(水)１２：３０～１３：３０

子サポ入会説明会

子サポ専用電話 045-515-7306

10 組

４/１６（金）１２：４５～１３：３０

プレママ・0 歳児のママあつまれ～

受付 ３/24（水）～ 先着順 来館 orTEL

10 組

4/１７（土）１０：３０～１１：３０

赤ちゃんとの生活プチ体験

受付 4/３（土）～ ホームページの申込フォームより

４/21（水）１０：１０～１０：５０

1 歳児さんあつまれ～

受付 ４/6（火）～ 先着順 来館 orTEL

10 組

４/27（火）１０：００～１１：４０

保育教育コンシェルジュ相談

受付 ４/1（木）～ 先着順 来館 orTEL

５組

４/30（金）１０：１０～１０：５０

1 歳児さんあつまれ～

受付 ４/6（火）～ 先着順 来館 orTEL

10 組

5/6（木）１２：３０～１３：３０

子サポ入会説明会

子サポ専用電話 045-515-7306

10 組

5/7（金）１２：４５～１３：３０

プレママ・0 歳児のママあつまれ～

受付 ４/17（土） ～ 先着順 来館 orTEL

10 組

５/8（土）１０：１５～１１：３０

パパと一緒に赤ちゃん運動会

受付 4/10（土）～ 先着順 来館 orTEL

４/９（金） ４/２０(火) 12:00～13:30 ウォーターボトルをつくろう！

５組
10 組
５組

先着順 来館 orTEL

８組

6 組×2

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。

出張はっち！ 公園であそぼう！

はじめてさんの日

今年度は、港南区内のいろんな公園やケアプラザにはっち

はっちはいつでも来てもらえるひろばですが、初回利用の
人向けに「はじめてさんの日」をしています。
ひろば利用のしかたや館内を
一回りしてご説明もします。
利用者さん同士でおしゃべりして
お友達作りもしませんか？

スタッフが遊びに行きます。
はっちが遠くてなかなか来られない
という人も、みんなのおうちの近くで
実施する時にはぜひ参加してね。

毎週木曜日・金曜日の午前 10 時から午後 1 時半に 英語が話せるスタッフがいます。 遊びに来てね！
English speaking staff is available on Thursdays and Fridays, from 10:00 to 13:30. Please visit us!
＜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

＜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

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４月（Vol.15７）

《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
E-mail

info@hacchi.org

FAX 045-848-0688
＊＊ 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。

