
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

たんぽぽNEWS 
あちらこちらで、元気に可愛らしくたんぽぽの花が咲く季節。 

３年間ゆっくりゆっくり成長していたたんぽぽは、その間に葉や 

根に栄養を蓄え、今年度はパワーアップして咲き乱れますよ〜♪ 

身体を動かし免疫UP！New企画。大人向けの「アクティ部」、 

子ども向けの「アクティ部Child」!! 手仕事大好き♡「クリエイティ部」。 

まだまだあります！なんとなんと、金曜日も Open & 

Saturdayたんぽぽ毎月２回開催!! 詳細は裏面 or 

SNS必読(^^) 

 

 

 

  

Open : 月～金 9:30～15:00（ランチタイム 12:00～13:00） 

第２、 
 

たんぽぽ通信 第 38 号 
発行：「たんぽぽ」運営委員会 

発行日：2023 年 3 月 10 日(金) 

■登録料：1家族につき 1000円/年 または 100円/月 ■利用料：子ども１人 100円 ※初回無料 

用 利 内 
案 

「お母さんが元気で楽しく 

育児できるように 

サポートします」（活動目標） 

「たんぽぽ」は、山本助産院内にある 

親と子のつどいの広場です。だから、 

いつも助産師がいます！ 
 

 

 

 

 

おっぱいのこと、赤ちゃんのお世話のこと

など、なんでも相談してくださいね。 

子どもとゆっくり遊びに。お友だちを作り

に。おしゃべりをしに。 

生後間もない赤ちゃんから、お一人でも、

お友だちとご一緒にでも、お気軽に遊びに

来てください！ 

 

たんぽぽマーケット 5/30会員限定Day 
２月の売上金で紙芝居を購入しました！ありがとうございま

す(^^) 新生児～１２０cm の子ども服、マタニティ、おもちゃ

や絵本等リサイクル品を出品します。 

         品物募集 5/15～25 

 

歯じめの一本 可愛い♡歯が生えてくると... いつから 

磨くの？どうやって磨くの？うまく磨けない...(;_;)などなど、

たくさんの？？？がいっぱい。あやか先生のお話でお悩み 

解決！ 講師 カナリヤ歯科クリニック 院長 川原綾夏先生 

    １０：0０～１１：0０ 
 
火 5/9 

5/30  ～6/2  
 
火 

 
金 

 

横浜子育てサポートシステム説明会 
地域でお子さんを預かってほしい方と、預かりや送迎ができ

る方が登録し、お互いの信頼のもとに行う有償の支え合う活

動です（たんぽぽに提供会員７名在籍！）。当日登録できます。

ママの写真（2.5×３cm）をお持ちくださいね。 

    １3：3０～１4：3０ 
 
火 5/23 要予約 

 

親子で健康チェック ベビーもママも健康第一！ 
小児科医と助産師がバッチリ診ます。 ※詳細は SNSを 

見てね。予約は山本助産院まで（045-788-6601）。 

※終了後のQ&Aコーナーでなんでも聞いちゃおう！ 

   １3：0０～１5：0０ 
 
木 4/20 要予約 2000円 

 

抱っこの日 毎回大人気！ちょっとしたコツで痛かった 
腰や腕が格段に楽になりますよ。第２火曜か木曜、月によっ

て変わります。SNS等確認してね。 

講師 抱っこアドバイザー 市川 Cuddle真奈美 

第２    か     ←曜日変更 4/11 
 
火 

5/11  
木 

 

プレイバックシアター 劇団サンコファ 
子育ては毎日がドラマチック！何気ない日常も、笑顔も涙も、

かけがえのないストーリー。即興で演じます。 

第３    １０：0０～１0：4０ 
4/17 

 
月 

5/15 

２0２３ 

つうしん 4-5月号 

４土 9:30～12:00(講座 10:00～11:00予約制) 
 



電話 090-6928-8341（たんぽぽ広場） 

045-783-6352（tel/fax事務局） 

tanpopo.hiroba1602@gmail.com 

●金沢八景駅 徒歩 25分 

●金沢文庫駅西口より 京急バス 八景台住宅行き 

「西ヶ谷戸」バス停下車 徒歩３分 

ク セ ス ア 住所  〶236-0031 

横浜市金沢区六浦 2-14-12 

山本助産院内 

 
月 火 水 木 金 土 日 

  4 5 HAPPY♡Baby 6  7 ピラティス  8 
サタデー 

 9 

10 11 抱っこの日 12 13 エクササイズ 14 15 16 

17プレイバックシアター 18 19保育コンシェルジュ 20 親子で健康チェック 21 22 
サタデー 

23 

24 25 26 27 リトミック 28 休館日 29 
昭和の日 

30 

  2  3 憲法記念日 4 みどりの日  5 こどもの日  6  7 

8  9 歯じめの１本 10 子育てパートナー 11 抱っこの日 12 休館日 13 
サタデー 

14 

15プレイバックシアター 
品物募集～5/26 

16 17保育コンシェルジュ 18 HAPPY♡Baby/ 
ベビーマッサージ 

19 20 21 

22 23 子サポ説明会 24 25 エクササイズ 26 品物募集ここまで 27 28 

29 30 31 あそびじゅつ 6/1  2  3  4 

 

 
 
 

 

お一人様でもお気軽にお越しくださいね 

■記載のないものについては、利用料のみ･予約不要です。 
■スケジュールは状況によって変更になることもあります。表面の QR コードより HP や SNS もあわせてご確認ください！ 

たんぽぽ 一時預かりのご案内 
■10:00～15:00（月～金 広場開所日に準ずる） ■対象：たんぽ
ぽ会員 ※広場の利用が５回程度ある方 ■登録料：お子様１人につ
き５００円/年度 ■料金：５００円/１時間 ※１回４時間、月８回まで 
★説明会(２３年度登録説明会 3/14)に参加の後、登録となります。
★子育てサポートシステム対応可能です。 

2023 年 4-5 月 カレンダー 

5月/1 

4月/3 

たんぽぽマーケット 

アクティ部 

アクティ部 Child 
クリエイティ部 

 

 

ふれあい遊び 「hug hug baby」 

母の日制作「I L♡VE MAMA」 

 

 

「生まれてきてくれてありがとう」 

誕生の奇跡を思い出そう...♡  担当 市原こずえ助産師 

パパのつどい（全１０回）    １０：0０～１１：0０ 

4/8 
 
土 

Saturday たんぽぽ 

5/13 

要予約 

材料費１００円 

 

ピラティス インナーマッスルや体幹を鍛えて、健康的 
に鍛えましょう！ 講師 藤田麻里先生 

第１    １０：００～１１：００ 4/7 
 
金 要予約 500円 

 

エクササイズ 体を動かしリフレッシュ！ 
健康維持しながら肉体能力を上昇！ 講師 高﨑由香助産師 

毎月    １０：３０～１１：３０ 
4/13 

 
木 5/25 

要予約 500円 

助産師講座    10:00～11:00 
 
土 4/22 

 

リトミック リズムに合わせて体を動かし、全身で 
音楽を感じましょう♪ 講師 今田弥生先生 

    １０：3０～１１：1０ 4/27 
 
木 要予約 500円 

 

ベビーマッサージ スキンシップで幸せホルモン 
「オキシトシン」大量分泌♡ 講師 藤田麻里先生 

    １０：0０～１１：0０ 
 
木 5/18 要予約 500円 

出張アトリエあそびじゅつ 
お家ではできない!? あんなこと、こんなこと、一緒に 

楽しんじゃおう(^^)  講師 黒田恵先生 

  １０：3０～１１：3０ 5/31 要予約 500円 

要予約 

住所 

電話 

利用料 100円 登録料なし 

 
水 

メール 


