こんにちは！みなさま元気にお過ごしですか？ひろば利用休止の時期は大変ご迷惑をおかけしました。ようやく再開しましたが、いろ
いろなことが今まで通りとはいかず、ご不便をおかけしています。６月からは 親子さんがひろばに戻り、賑やかな声が響く…「こんな
日常が本当に嬉しい！」…と実感しています。まだしばらくはソーシャルディスタンスを保ちながら、「今、できること探し」を一緒に
楽しめたらいいですね。コロナ禍で制限だらけの状況ですが消毒や環境を整え、少しずつ事業も再開していきますので、上手にご利用く
ださいね。
『みなさまに会えることがスタッフの元気の素』ご利用をお待ちしています！

いそピヨ施設長

岩崎千代子

ひろば は 予約制 でご利用いただいています。
（７/15 現在） いくつかのプロブラムは
終了しました！
再開しています。最新の情報は、いそピヨ HP または お電話などでご確認ください。
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次回は秋に予定♪
岩崎 千代子

ナ
ー
いそピヨ施設長

… 子育て相談をより身近な場所で …
相談傾向（令和元年度）

【対象児年齢】
0・1 歳児が半数以上。育休中
の間の利用が多い

【相談内容】
ママ自身の体調や家族の
こと、育児に対する不安
(授乳・夜泣き等)が多い

一緒に考えたり、悩ん
だり、必要な情報を調べ
たり…【相談方法】と
しては、ひろばでお子さ
ん を 遊ば せな がら 気 軽
に お 話し を聞 くこ と が
多いです。

横浜子育て ●
パートナー
たかだ

高田です！

新型コロナの影響で生活様式が大きく変化し、そんな中での子育ては遊びも食事も今までの気軽さがなくなってしまい
ましたね。たくさんの情報があふれる中、便利な反面、迷い悩む方も多いのではないでしょうか。そんな時は１人で悩まず、
ご家族・友人・地域の子育て支援に関わる方等、誰かに相談してみませんか。誰かに話すだけで気持ちが楽になることが
あります。相談先のない方はぜひ、子育てパートナーにお声かけ下さい。身近な遊び場「いそピヨ」でお話ししませんか、
横浜子育てパートナー専用電話

お待ちしています。

いそピヨの超オススメ！

045-750-1324

栄養相談 ＆ 助産師相談

磯子区の栄養士さん、助産師さんが ていねいにお話しを聞いてくださり、おひとりおひとりに合わせた アドバイスを
くださいます。ぜひ、お気軽にご利用ください。

栄養相談
有田栄養士

日時：

〇離乳食などお子さんの食事・
栄養面の相談ができます。

8/4（火）

いずれも

9/8（火）

１０：００～１１：３０

助産師相談
〇母乳や授乳、お母さんの身体
のことなどの相談ができます。

日時：

8/7（金）

いずれも

柴山助産師

９/４（金）

１3：３０～１５：００

定員：6 組（おひとり 10 分程度の予約制）

定員：6 組（おひとり 10 分程度の予約制）

受付：開催当日の2週間前

受付：開催当日の2週間前

９：30～ 電話にて

栄養相談・助産師相談は、しばらくの間 予約制で行います。
最新の情報は、いそピヨ HP または お電話にて お問い合わせください！

９：30～ 電話にて

磯子区の
「子育て支援者」さんです
「子育て支援者」ってどんな人？…子育てのお悩みごとを一緒
に考えてくれる人です。乳幼児のお子さんの子育てに関する
いろいろな知恵袋を持った、先輩お母さんです！

時間：10：30～11：30

子育て支援者会場
■根岸地区センター
毎週金曜日

■屛風ヶ浦地域ケアプラザ
毎週木曜日

■岡村中学校コミュニティハウス
毎週金曜日

■杉田地区センター
ティハウス
毎週火曜日

■浜小学校コミュニティハウス
毎週水曜日
■磯子センター
毎週火曜日

■洋光台駅前公園ログハウス
毎週木曜日
■上中里地区センター
毎週水曜日

吹上さん
小林さん

牧野さん
正好さん

メッセージ

※相談無料 祝日・休館日はお休みです
お住まいの近くで、気軽に子育ての相談ができます。
相談がなくても親子で遊べるひろばです。開催状況等
は、お問い合わせください。
磯子区こども家庭支援課
045-750-2448

佐藤さん
中島さん

平野さん
横本さん

少しでもお話しができれば、ほっとして心が楽に
なることがあります。会いに来てくださいね

泣いても騒いでも大丈夫。お子さんを遊ばせながら、育児の
不安や心配事を一緒に考えます。地域の情報交換もできますよ。

大変な子育ての中で、ほっと一安心できるお手伝いを
したいと思います。会場に遊びに来てくださいね。
不安や心配事を一緒に考えます。地域の情報交換もで
きますよ。
地域の中で、子どもの送迎や預かりなどをする会員制
・有償の支え合い活動です。
子育て相談 URL

横浜子育てサポートシステム

《 入 会 説 明 会 》しくみや主旨をご説明し、入会に必要な書類をお渡しします。(30 分程度)
・8/８(土)、８/２７(木)、9/3(木)、９/１９(土) １０：３０～

いそピヨ 研修室

・8/１８(火) １０：３０～
根岸地域ケアプラザ ボランティアルーム
個別の入会説明も可能です。詳しくはお問い合せください。 TEL 750-1405
女性医師による専門相談

磯子区よりお知らせ

ご不明な点はお問い合わせください。

本の貸し出し

しています

子育てママの
モヤモヤを吹き飛ばそう！

あかちゃん教室を再開
しています！
★三密を避けるため、事前予約制で
定員を設けて 行います。
★対象の方：1 歳未満の第 1 子の
お子さんと養育者・初妊婦
★区内 10 会場で開催します。
★８月はお休みです。

FAX 750-1406

日々、気力も体力もフル回転で…さらに
コロナ禍で…疲れていませんか？
ママ自身のこと、お子さんのこと、家族
のこと、何でもいいんです。気になって
いることや困っていることを、気軽に
お話ししてみませんか。
女性の医師がゆっくりお話を受けとめ
てくださいます。

9/ 8(火)

磯子区こども家庭支援課

045-750-2448

13:30～

14:00～

対象：未就学児のお子さんを養育中の方
定員：2 組程度
参加費：無料
会場：いそピヨ研修室
受付：いそピヨまで電話にて申込

大人向けの本を貸出でご利用いただけます。
おひとり２冊まで ２週間程度
貸出のみのご来所も歓迎します！
コウノドリ①～⑩

月刊 ひよこクラブ

０～2 歳 あそび図鑑
繊細さんの本

発達と障害を考える本①～⑤

いっぺんに作る赤ちゃんと大人のごはん
赤ちゃんにもママにも優しい安眠ガイド

など

※相談中はスタッフがお子さんを見守ります。

あかちゃん教室 URL

いそピヨニュースレター vol.58 2020. 8 | 9 月
＜発行元＞ 磯子区地域子育て支援拠点 いそピヨ
〒235-0023 横浜市磯子区森 1-7-10 トワイシア横濱磯子 2 階
TEL 045-750-1322・ FAX 045-750-1323
URL http://isopiyo-isogo.jp/
横浜子育てパートナー

TEL 045-750-1324

電話相談 9:30～15:30

相談予約 9:00～17:00

横浜子育てサポートシステム磯子区支部・いそピヨ応援隊事務局
TEL 045-750-1405・FAX 045-750-1406（受付 9:00～17:00）

★JR 磯子駅西口から歩道橋で直結

★専用駐車場・駐輪場はありません

【開館】火曜日～土曜日 9:30～15:3０
【お休み】日曜日・月曜日・祝日・年末年始・特別休館日（月曜日が祝日の場合は火曜日もお休みになります）
「いそピヨ」は社会福祉法人 青い鳥 が磯子区から委託を受けて運営しています

いそピヨ
HP

