
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 11月
 からのラブレター 

 

＜開館日＞ 火・水・木・金・土  

＜開館時間＞１０：００～１6：0０ 

＜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 

11月の 
カレンダー 

火 水 木 金 土 

1 2 

赤ちゃん相談(事前申込制) 

10：00～11：40 

3 文化の日 

 

休館日 

4 
あかちゃんのへや＜研修室＞ 

10：00～12:00 

 

5 
でんしゃのへや＜研修室＞ 

10：00～15：15 

8 
 

9 
＜研修室＞(事前申込制) 

はじめてさんの日 

12：30～13：00 

10 
＜研修室＞(事前申込制) 

子サポ入会説明会 
12：30～13：30 

 

11 
 

12 パパ day 

公園であそぼう！ 
日野中央公園(現地集合) 

10:30～11:30 

15 
＜研修室＞(事前申込制) 
初めての沐浴体験 
①13：00～14：00 

②14：15～15：15 【受付終了】 

 

16 
＜研修室＞(事前申込制) 

1歳児さんあつまれ～ 

10：10～10：40 

17 
＜研修室＞(事前申込制) 
グローバル デイ 

10：00～11:00 

18 
あかちゃんのへや＜研修室＞ 

10：00～12：00 

 

出張はっち！(事前申込制) 

芹が谷地域ケアプラザ 

10：30～11：30 

19 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 
①13：00～14：00 

②14：15～15：15 【受付終了】 

22 

ピアノのしらべ 

10：30～11：00 

 

23 勤労感謝の日 

 

休館日 

24 
＜研修室＞(当日申込制) 
ウォーターボトルをつくろう！ 

12：00～13：30 

(受付は 11：50～13：15) 

25 
公園であそぼう！ 
芹が谷一丁目公園(現地集合) 

10:30～11:30 

26 

＜研修室＞(事前申込制) 

子サポ入会説明会 

12：30～13：30 

29 

 

30 防災訓練 
心理師さんとひろばで話せるよ 

10：30～11：30 

 

＜研修室＞(事前申込制) 

プレママ・０歳児のママあつまれ～ 

13：00～13：30 

 
 

  

 

＊あかちゃんのへや＊ 
2階研修室を赤ちゃん(0歳児)専用 

スペースとして開放します！ 

お子さんのタイミングに合わせて 

ゆったり過ごしに来てくださいね。 

初めての方も大歓迎です。 

出入り自由で予約不要です。 

日にち：11月 4日(金) 

11月 18日(金) 

時  間：10:00～12：00   

※他の年齢のお子さんは 12:00以降に 

2階研修室で遊べます。 

公園であそぼう！(現地集合) 

★日野中央公園(芝生公園) 

～みんなでチューリップの球根を植えよう～ 

日にち：11月 12日(土) 

時  間：10：30～11：30 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★芹が谷一丁目公園 

日にち：11月 25日(金) 

時  間：10：30～11：30 

※雨天の場合は中止となります。 

中止の場合は、当日の朝 9時に 
ホームページでお知らせします。 

11月は読書活動推進月間です！

●貸出期間延長● 

絵本・紙芝居・大人向けの本の 

貸出期間を 2週間から 

1 ヶ月に延長します！ 

期間：11月 1日(火)～11月 30日(水) 

お気に入りのえほんをたくさん 

読んであげてくださいね♪ 

15 

こうなん子どもゆめワールド 

10：00～15：00(小雨決行) 
港南ふれあい公園ほか 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

事前申込が必要な相談・イベント  電話受付時間 １０：００～１６：００ 定員になり次第受付を終了します。 

行 事 名 日 程 申 込 方 法 定員 

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

はじめてさんの日 11/9(水) 12：30～13：00 受付 10/26(水)～ 先着順 来館 orＴEL 10組 

子サポ入会説明会 11/10(木)・11/26(土) 12：30～13：30 
子サポ専用電話 045-515-7306 
または申込フォームより 

各 6組 

1歳児さんあつまれ～ 11/16(水) 10：10～10：40 受付 11/2(水)～ 先着順  申込フォームより 8組 

グローバル デイ 11/17(木) 10：00～11：00 申込フォームより 先着順 8組 

出張はっち！芹が谷地域ケアプラザ 11/18(金) 10：30～11：30 
受付 10/21(金)～先着順 
ホームページの申込フォームより 

10組 

プレママ・０歳児のママあつまれ～ 11/30(水) 13：00～13：30 受付 11/16(水)～ 先着順  申込フォームより 8組 

パパ day赤ちゃんふれあい yoga体操 12/10(土) 12：30～13：30 受付 11/15(火)～ 申込みフォームより 8組 

 はっちからのラブレター  2022 年 11 月（Vol.176） 
 

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 
子育てサポートシステム港南区支部  TEL 045-515-7306      

子育てパートナー（相談専用ダイヤル）TEL 045-844-0112 

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。 

 

 ウォーターボトルをつくろう！20セットまで 

日時：11月 24日(木) 12:00～13:30(受付は 11：50～13：15) 

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） 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。 

※お子さんをおんぶしての作業です。 

 

1歳児さんあつまれ～(事前申込制) 

1歳児さんの親子があつまって、みんなで 

楽しい時間を過ごしませんか？ 

日にち：11月 16日(水) 

時  間：10：10～10：40 

定  員：8組 先着順 

申  込：11月 2日(水)より申込フォームから 
申込フォーム 

 
プレママ・0歳児のママあつまれ～(事前申込制) 

ママ同士のおしゃべりや読み聞かせ、ふれあい遊びをします。 

プレママさんも大歓迎！ 

日にち：11月 30日(水) 
時  間：13：00～13：30 
定  員：8組 先着順 
申  込：11月 16日(水)より申込フォームから 申込フォーム 

 

 

 

 

はっちでは、毎 週
まいしゅう

木曜日
もくようび

の午前
ごぜん

10時
じ

から午後
ご ご

4時
じ

、金曜日
きんようび

の午前
ごぜん

10時
じ

から午後
ご ご

1時半
じはん

に 英語
えいご

も話
はな

せるスタッフがいます。 

Japanese and English bilingual staff is available on Thursdays (10am-4pm) and Fridays(10am-1:30pm) at our facility. 

 

・・・・・・・ 横浜子育てパートナー ・・・・・・・ 
いろいろな悩みごと、心配なことをご相談できます。 

どなたでもご利用できます。お気軽にどうぞ 

☆ひろばでも  ☆電話でも  ☆相談室でも 

★相談・予約専用ダイヤル TEL：045-844-0112★ 

保育は 
ありません 

11月は親子で、 

運動会を楽しもう！ 

・・・ 横浜子育てサポートシステム 子サポ ・・・ 
子どもを預かってほしい方と、子どもを預かる方のための説明会を 

行っています。子サポのしくみについてお話しします。 

「入会説明会」にお気軽にご参加ください。(事前申込制) 

＊個別対応もいたします。お問合せください。 

★横浜子育てサポートシステム港南区支部(はっち内)★ 

TEL：045-515-7306 

～提供・両方会員 大募集中！～ 
お子さんの送迎や預かりを手伝ってくださる方を募集して 

おります。小さなお子さんが居ても大丈夫です。 

申込フォーム 

 

グローバル デイ(事前申込制) 
海外で生活していた方たちで集まり、日本での子育てのこと、

くらしのお困りごとなど、はっちで話してみませんか？ 

日にち：11月 17日(木) 

時  間：10：00～11：00 

定  員：8組 先着順 

申  込：申込フォームから 申込フォーム 

 赤ちゃんふれあい yoga体操(事前申込制) 

ご夫婦・親子で yoga を取り入れたスキンシップやふれあい遊び 

日にち：12月 10日(土) 
時  間：12：30～13：30 
定  員：8組 先着順 
申  込：11月 15日(火)より申込フォームから 申込フォーム 

 
生後 6ヶ月までの 

お子さんとパパ・ママ 

 


