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骨盤エクササイズ   第２木曜日（奇数月） 11:00～11:30 

緩んだ骨盤を矯正して、正しい姿勢を取り戻しましょう！体

操できる服装で参加してくださいね。 

読絵ん会・お誕生日会 第 2 金曜日（奇数月）11:15～11:45 

 絵本と紙芝居の読み笑わせ！一緒にお誕生会をします。「笑顔

絵描き」のプレゼントはいかがですか。 

1 人 1 枚 300 円（誕生月のお子様）それ以外 500 円（1 人） 

だっこひも＆親子ダンス 第 3 水曜日（偶数月）10:30～11:00 

持ち物…だっこひも 

 正しいだっこひもの付け方を教わりましょう。講座の後はみん

なでステップ！体を動かします。 

おはなし会  第３木曜日（偶数月） 11:00～11:30 

 「読み聞かせボランティアグループ茶々」による、おはなし＆手遊び

の楽しい時間です。 

★フラワーアレンジメント 第４金曜日 11:00～11:30 

材料費…300 円  持ち物…約 5 ㎝四方の器 

 みんなでワイワイ生花をアレンジメントしましょう！ 

英語であそぼう  第 4 火曜日 11:00～11:30  

親子で楽しく、英語耳を育てよう！ 

★初心者フラダンス 第 3 水曜日 9：45～10:30  要予約 

参加費 500 円パウ 100 円 同室保育付（1 人 100 円）  

10：30～フリーサロンになります。 

フラダンス中止は、前日のブログにてお知らせします。 

でお知らせします。 

 ◎無料開放日＆星の子こども食堂 

 7/15 12:00～13:00  

   大人 200 円 こどもは無料 

ベビーフードの試食ができます 

13:30～沐浴体験 

 助産師による沐浴の体験会です 

 プレママ・パパも遊びにきてね！ 

 

◎大人のバレエ 要予約 

月１回／第 1 水曜日  

10:30～11:10 

参加費…500 円  

保育料 300 円/１人同室保育 

会場…上星川町内会館  

  

◎ちゃっと保育園 要予約 

第２火曜日 9:45～11：45 来年、入園予定の幼児

が対象です。 

詳細についてはスタッフまで 

9：30～12：00 の間は、ちゃっと保育園の予約の

方のみになります。12:00～はフリーサロンです。 

毎週火曜日「朝市街道」の地元野菜を販売しています 
（ほどがや人街文化振興会） 

≪お問い合わせ≫ 
電話／FAX：045-489-8959 
ホームページ：https://chat-hodogaya.yokohama/ 
メール： hoshinoko@chat-hodogaya.yokohama 
ブログ：http://ameblo.jp/hodogaya-hoshinoko/ 

  

https://chat-hodogaya.yokohama/


 

 

 

 

 

 

          

 

「星の子・一時預かり」 利用案内 
対  象：生後 6 か月から３歳以下 

条  件：星の子に 2 回以上遊びに来てくれているお友だち 

     初めての預かりの時は、 

昼食をはさまない２時間からになります 

「星の子・一時預かり会員」に登録していただきます。 

永久登録料 1,000 円（子ども 1 人につき） 

予約方法：預ける予定の前日 15:00 まで 

     星の子にお越しいただいて直接申し込みをするか、 

お電話でお願いします。 

     ３ヶ月先までご予約いただけます。 

利 用 料： 通常の星の子利用料 ＋ １時間につき 500 円  

        （１日会員 or 月会員） 

※予約のキャンセル料はいただきません 

利用回数：１ヶ月の間に８回まで（要相談） 

利用時間：１日につき原則４時間まで（要相談） 

定  員：３人（同じ時間帯に） 

そ の 他：一時預かりの利用に際して、利用の理由は問いません。  

     一時預かりの書類をチェックする時間はふくまれません。 

     預かり先などで困ったときには 

星の子スタッフにご相談ください！ 

     時間帯や緊急の預かりについてもご相談ください。 

 

親と子のつどいの広場 星の子 利用案内 
対  象：未就学児とその保護者   

どちらにお住まいの方でも利用できます。 

利 用 料：第１子プレママの方は無料です。 

広場利用が初回の方（広場体験）は無料です。 

２回目以降は   

★１ヶ月フリーパスポート …500 円／１家族 

★１日利用券       …100 円／１家族 

★6～9 月パスポート   …2,000 円／１家族 

・生活保護世帯および障がい児、障がい者世帯は無料です。 

（登録時に自己申告） 

場  所：親と子のつどいの広場 星の子 

（保土ケ谷区上星川 2-2-7 ロイヤル上星川ビル 1 階） 

   相鉄線 上星川駅下車、国道 16 号線沿い、 

西谷方面へ向かって徒歩 5 分 

開設日時：火・水・木・金曜日 9:30～15:30   

時間内はいつでも自由に出入りできます。 

     12:00～13:00 はランチタイムです。 

ご持参の昼食をお召し上がりください。 

     ランチタイム以外のお食事・おやつは、 

外のベンチでお願いします。 

注意事項：駐車場はありません。 

電車、バスなどの公共機関をご利用ください。 

     自転車、ベビーカーは指定の場所に整列して 

停めてください。 

     広場のすぐ前は大きな道路です。 

車には充分気をつけてください。 

     ごみはお持ち帰りください。 

紙おむつ、紙パンツは販売してます。（1 枚 30 円） 

イベント内容により、参加費や材料費を実費負担 

していただく場合があります。 

施設内での写真および動画撮影、 

SNS の投稿はご遠慮ください。 

施設内では、お子様の見守りをお願いします。 

 

◎崎陽軒工場見学会 

7/4（木） 

午前の部 8:50 星の子集合  11:50 帰宅 

午後の部 11:50 星の子集合  14:50 帰宅 

 

参加費 500 円（タクシー代＆保険料） 

ベビーカーでは参加できないので、だっこ紐を

ご持参ください。 

現地解散もできますが、崎陽軒へはタクシー以

外の乗り入れはできませんので、公共機関でい

らして下さい。 

 

6/4（火）申込締め切り 

6/11 までに抽選結果をご連絡します。  

◎ヘルキーカフェ 
 6/14（金） 8/9（金） 10/11（金） 12/13（金） 2/14（金） 

16：00～18：30 

受付 16 時より 食事は 17～18 時半 

 

 場所：常盤台地域ケアプラザ 

 参加費：中学生以上 200 円 小学生 100 円 

     ３歳以上 50 円 ３歳未満無料 

 持ち物：上履き お皿・コップ・お椀・箸など 

 

６・７月の 

お知らせ 

◎水遊び 

7/24（水）から 9/6（金）まで、星の子ではプールができます！マ

マは外で見守りになるので、日焼け防止を！ 

持ち物：水遊びパンツ 日焼け止め タオル・帽子 など 

 

必ず外のシャワー浴びて、帰りも、頭からしっかりシャワーを浴び

てプールからでましょうね！ 

少しの水遊びでも、こどもの体力は消耗してしまいま

すので、水分補給や栄養補給をしましょうね。 

そのまま、お昼寝していいように、気持ちいい

シャワーを浴びておきましょう！ 

 

◎育児相談会 

9/10（火） 1/21（火）10:00～12:00 

 

こっころから「横浜子育てパートナー」の藤平さんが来てくれます。困

ったこと、どうしたらいいかな、なんでも対応しますよ。 

ご相談くださいね。 


