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初めてはなはなひろばに行ったのは息子が生後三ヶ月になる前日でした。寝返りもまだで、仰向けでゴロ

ゴロしていた息子にスタッフの皆さんどの方も優しく声を掛けてくださって、とても温かい雰囲気を感じ

ました。 

はなはなひろばで遊んでいる写真をパパに送ると「侑生、楽しそうだね」といつも返ってきます。 

始めは赤ちゃん向けのおもちゃを大人が持ってあやしていたのが、今では興味のある玩具のところへ 

ハイハイで向かっていくようになりました。最近のお気に入りはつかまり立ちが出来る 

音の鳴るテーブル風の玩具です。 

4 月からは仕事復帰、そして入園…お互いに試練ですが、保育園でも楽しいこと、 

お気に入りを沢山見つけられるといいなと思っています。 

          小林 保巴・侑生(ゆうは・0歳 9ヶ月) 

はなはなひろばへは、娘が 4 ヶ月の時に初めて

遊びに行き、色々なイベントに参加させてもら

いました。その中でも親子体操が思い出に残っ

ています。講師の先生がとにかく明るくパワフ

ルな方で、毎回楽しくストレッチをして親子

共々リラックスできる時間でした。 

4 月から娘は保育園入園、私は仕事復帰となり、

不安なことはたくさんありますが、子供との時

間を大切に過ごしていきたいと思います。 

時間ができた時には、はなはな 

ひろばにまた遊びにいきます！ 

ありがとうございました！ 

長谷 美咲・柚那 

 

この春から保育園、幼稚園に通われる方、新しい地へ引っ越しされる方からメッセージを寄せてもらいました。

はなはなひろばには、お子さんの日々の成長を一緒に喜んだ愛おしい思い出がいっぱいあります。 

春からの新生活も応援しています。いつでも遊びにきてくださいね。 

娘が初めてお邪魔したのは 2 ヶ月の頃だった

と思います。 

はなはなに行くと、娘はいつもスタッフさん

に抱っこしてもらいすやすや幸せそうに寝て

いたのを覚えています。最近ではお友達とお

もちゃを取り合ったり、しっかり意思表示を

するようになり逞しく感じています。 

そんな娘も 4月から幼稚園です。 

はなはなで、遊ぶ機会も少なくなるのかなぁ

と思うと子供たち以上に私が寂しく思いま

す。 

はなはなひろばには感謝しかありません！ 

いつも暖かく出迎えてくれてありがとうござ

いました。   遠藤 千里 
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お腹にいる時から通っていたはなはなひろば

をもう卒業するなんてびっくりです。広場に着

くとすぐに、ママの顔も見ずおもちゃに突進し

夢中になる健斗でした。特に電車のおもちゃが

大好きで良く遊んでいました。時にはお友達と

喧嘩しながら色々な事が学べたと思います。幼

稚園も楽しく通ってくれると思います。はなは

なひろばのスタッフさんには預かりや悩み相

談など本当にお世話になりました。ありがとう

ございました。    佐藤 

一歳の娘と約半年間お世話になりました。 

まだ歩けない月齢の子でもいつでも気軽に遊びに行けるはなはなさんは「今日は何して過ごそう？」 

の大きな味方でした。 

できることがぐんと増え、一段と楽しんでいる娘と 4月までお世話になるつもりが、 

一人歩きが急成長し、公園遊びがメインになってしまいました。 

いつのまにか離れたけれど、前を通ると子供との密度の濃い時間を思い出させてくれる 

はなはなひろばが、ずっと生麦のこの場所でみんなの居場所であってほしいなと 

願っています。     菅谷 万純・咲月(1 歳) 

次男が生まれて 3 ヶ月になった頃、2 年ぶり

に伺いました。久しぶりでしたが、皆様覚え

ていて暖かく迎えてくださり長男も嬉しそう

で、今ははなはなひろばに行くのをとても楽

しみにしています。遊びに行くと保育園の先

生や祖父母に報告する位です（笑）次男もひ

ろばではよく遊んで楽しそうです。 

二人とも一緒に遊べて友人に会う時や雨の日

にも安心して利用できとても助かりました。 

次男も 4 月から保育園入園しますが、また遊

びに行きますね！ 

くどう あきや・ひろむ 

長女の時と変わらず、暖かい雰囲気で受け入れ

てくださったひろばの皆様、本当にありがとう

ございました。これからも姉妹の成長を見守っ

て頂けるととても嬉しいです。 

智南は 13 年ぶりに我が家へやってきた赤ちゃ

んです。パパもママもねえねも、毎日のあなた

の笑顔が宝物。保育園でもたくさん笑って、楽

しく過ごせるといいね。    池田 恵美 

一番思い出深いのは息子がまだ一歳代の時です。 

まだ言葉も話せませんが、開館時間前のはなはな

ひろばの玄関で早く中で遊びたい!と泣いてせが

んでいたことです。 

自ら、はなはなひろばに歩いて向かい私に訴える

姿は何とも可愛らしかった思い出があります。 

息子にとってはそれだけ大好きな、魅力的な場所

なのでしょう。 

4 月からは幼稚園に入園します。 

お友達と楽しく、沢山遊んで 

来てね！と送り出したいと 

思います。  

佐藤 駿斗（はやと） 
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今まで一緒に遊んでいただきありがとうござ

いました。たくさんの方に出会えて嬉しかった

です。 

『あそび』は深いテーマなのですが、遊ぶこと、

一緒に笑い合うことが心を育みます。子どもだ

けでなくおとなも心が温かくなります。 

ぜひ一緒に笑い合って楽しい子育てライフを

過ごしてくださいね。 

「保育士さんと遊ぼう！」の  

山科先生より 

 

毎日のように通わせていただき色々なアドバイ

スを教えてくださりありがとうございました。 

他のママさんたちとも交流できる大切な場所で

した。 

2 月から保育園に通っていますが、4 月から日曜

日のイベントも開催していただけるとのこと

で、楽しみにしています。  大竹 恵美 

はなはなひろばでは、4月から通常のイベントに加えて、土日に育児応援プログラムを開催し

ます。平日お仕事をされている方などぜひお気軽にご家族でご参加ください！ 
 

～ 4月、5月のイベント ～ 

「月齢に合った絵本の選び方・読み聞かせ方」 

日時 ： 4月 23 日（日）午前 11時～ 

講師 ： 松本晴子さん（毎月ひろばでお話し会を開催していただいています） 

「プレママ講座」 

日時 ： 5月 13 日（土）午前 10時 30分～ 

講師 ： 市川恵子院長（めぐみ助産院） 

※参加費は両日ともに無料です。 

申込み開始日など詳細はホームページのカレンダーをご覧ください。 

最初にはなはなひろばに訪れたのは今から約 9 年

前、長女が 4ヵ月の時でした。 初めての子育て、

その上関東に引っ越してきたばかりで頼りになる

存在がいない中、はなはなひろばは私の心の支え

でした。今日まで 3 人の子供がお世話になり、入

園卒園や入学の節目を見守ってくださいました。 

はなはなひろばでは、たくさんのお友達と出会い

ました。そして私自身も、色々な価値感を持った

ママさんと出会い、子供との関わり方をたくさん

学びました。自分自身の行動を改める機会を与え

てもらい、子供から学ぶことも教わりました。 

この度遠方に引っ越すことになり、慣れ親しんだ

生麦とお別れすることになりました。はなはなひ

ろばのスタッフさんから戴いたたくさんの愛情、

ここで過ごした時間、そして共に妊娠出産育児を

経験した多くのお友達… 

今では私の一生の財産です。 

S.Y 
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日 月 火 水 木 金 土 

赤ちゃんタイム 赤ちゃんタイム お話し会 11時～ 
おでかけ広場 
鶴見区福祉保健 

活動拠点

土曜 
オープン 

赤ちゃんタイム 
 

赤ちゃんタイム 
 

おでかけ広場 
鶴見区福祉保健 

活動拠点 

赤ちゃんタイム 
 

赤ちゃんタイム 
ベビーマッサージ 

11時～

おでかけ広場 
鶴見区福祉保健 

活動拠点 

 

絵本の選び方 
11時～ 

午後はお休み

赤ちゃんタイム 赤ちゃんタイム ※スタッフ会議 

のためお休み
昭和の日

日 月 火 水 木 金 土 

赤ちゃんタイム 憲法記念日 みどりの日 こどもの日

赤ちゃんタイム ママストレッチ 

生麦地域ケアプラザ 

10時 30分～ 

赤ちゃんタイム おでかけ広場 
鶴見区福祉保健 

活動拠点

プレママ 
10時 30分～ 

午後はお休み

赤ちゃんタイム 

 
赤ちゃんタイム おでかけ広場 

鶴見区福祉保健 
活動拠点 

土曜 
オープン

赤ちゃんタイム  絵本とともだち 

11時～ 

※スタッフ会議 
のためお休み 

 

赤ちゃんタイム 赤ちゃんタイム 

～予告～ 
次号は、「イベント紹介」他をお届けします！ 

はなはなひろばのコロナ対策 

 ひろばを入れ替え制にして、一時預かりの子どもを含め 

7組までとしています。 

 ひろばスタッフの検温・手洗い・消毒・マスク着用 

（利用者の方へもお願いしています） 

 定期的に窓を開けての換気 

 朝、昼、ひろば終了後のおもちゃ・ひろば内の消毒 

※ご家族が通われている職場・学校・幼・保育園などがコロナ 

などで休校・休園の場合はひろばの利用をご遠慮願います。 

※消毒のための閉館時間がなくなり利用時間が 

変更になりました。入れ替え制に変更はありません。 

☆午前 10 時～13 時   ☆午後 13 時～16 時 

13 時・16 時前頃から合間を見て消毒作業を 

始めますのでご理解・ご協力をお願いします。 

赤ちゃんタイム・ 

おでかけ広場は 10～12時 

ママストレッチ・おでかけ広場が開催している 

日もはなはなひろばは、通常通り開いています 
イベント詳細は 

こちらから 


