はあと通信 No.１０５
横浜市補助事業 親と子の休憩室

はあとハウス通信
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❤
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４

１０：４５～１１：４５
足形ﾍﾟｯﾀﾝ！＆ｾﾙﾌ de
身長体重測定（1 枚 100 円）

１７
スタッフ会議のため
お休み

２３

❤

２４

３０

❤

１０：４５～１１：４５
髪師はる no
チョキチョキ！アドバイス

サプライズ
Freeday
３１

❤
１０：３０～１１：４５
お誕生会
(★予約)

５

❤

❤
１０：３０～１１：３０
寝んね de ごろりんアート
（★予約１３名）

１２

１０：３０～１１：４５
季節 no 手形＆足形アート
（★予約１０名）

❤

❤
１０：００～１１：４５
ベビーちゃん day
（交流会）

１９

１１：００～１１：４５
②ハワイアン・リトミック
（★予約１５名）

２５

１０：４５～１１：４５
足形ﾍﾟｯﾀﾝ！＆ｾﾙﾌ de
身長体重測定（1 枚 100 円）

１１：１５～１１：４５
プチ・ピアノコンサート

❤

１８

１０：３０～１１：３０
寝んね de ごろりんアート
（★予約１３名）

金

１１：００～１１：４５
①ハワイアン・リトミック
（★予約１５名）

１１
１１：１５～１１：４５
ふれあいお話会

サプライズ
Freeday

１１：１５～１１：４５
プチベビーマッサージ
＆ファミリーハンドサイン

木

１０

海の日
お休み

２２

水
３

１１：１５～１１：４５
TAKAKO 先生の
英語 de あそぼう！

１１：１５～１１：４５
大切にしよう！
乳歯のおはなし

１５

❤・・・❤・・・❤・・・❤・・・❤・・・❤・・・❤・・・❤
火

１０：３０～１１：４５
季節 no 手形＆足形アート
（★予約１０名）

７月

２０１９年

❤

❤
１１：００～１１：４５
知ると輝く個性の色

２６

１０：００～１１：４５
ベビーちゃん day
（交流会）
開所日
月・火・水・木・金
開所時間 10：00〜16：00
(土・日・祝祭日お休み)

❤

①１０：３０～②１１：００～
ハーバリウム・プチボトル
ワークショップ(★予約)
利用料
会員 200 円/1 回
ビジター(一般) 500 円/1 回
入会金 1,000 円・7 月年会費 900 円

❤季節 np 手形＆足形アート

❤知ると輝く個性の色プチ講座

7 月 1 日(月)・11 日(木)１０：3０～１１：４５
赤の絵の具で手形 or 足形をとって、海をテーマに
クラフト制作をします。予約１０名
参加費５００円

7 月 19 日(金)１１：００～１１：４５
誰にでも理解しやすい「色」で表現した個性分析学を活用して、生まれながら
に持った能力や特性を知ることで、お互いに成長し合える関係を作りましょう。
※初参加の方は予約 資料 500 円 (本人のバースデーカード&ファイル付)
担当 手塚 由貴子

❤ハワイアン・リトミック
①7 月 4 日(木)・②7 月 18 日(木)１１：００～１１：４５
ハワイアン風にアレンジされた童謡やハワイアンミュージックをウクレレに合
わせて身体を動かします。①②は内容が若干異なりますので、どちらもご予約
可能です。お子さまの情操教育や、感性豊かなこころを育んでいきませんか？
ママのリフレッシュタイムにも是非！
※１１：００～１１：１５ ハワイアン衣装へのお着がえタイム。
予約１５名 参加費３００円
担当 鑑継 るみか

❤プチベビーマッサージ&ファミリーハンドサイン
7 月 22 日(月)１０：００～１１：００ 身長・体重測定ができるようになりま
した！ベビーマッサージ&ファミリーハンドサインは11:15～スタートします。
担当 江原 奈穂子
クラフト制作をします。予約１０名

参加費５００円

❤ハーバリウム・プチボトル★わくわくワークショップ

❤ベビーちゃん day
7 月 12 日(金)・25 日(木）
１０：００～１１：００ セルフ de ごろりんアート
マンスリーバースデーやハーフバースデ―のセルフ撮影会を開催します。
１１：１５～１１：４５ 交流会
楽しく交流しながら、日頃の子育ての疑問や悩みごと等を解消しましょう。

7 月２６日(金)①１０：３０～ ②１１：００～
ご自身へのご褒美や大切な人への贈り物に素敵な作品を手作りしてみません
か？今、大人気のハーバリウムを作ります。サンプルはひろばでご覧いただけ
ます。予約６名
参加費５００円
担当 天明 紀子

❤髪師はる no チョキチョキ！アドバイス
❤寝んね de ごろりんアート
7 月 5 日(金)・17(水)１０：３０～１１：３０
かわいい風景にお子様をごろりんさせて写真を撮ります。7 月は「夏の海編」
です。当日撮影した写真のデータ 2 カットを後日メールでお送りします。
予約１３名
参加費５００円
担当 中川 英里

7 月３０日(火)１０：45～１１：４５
伸びてきたお子様の髪を自宅でカットする方法をマンツーマンでアドバイスし
ます。切り方や髪の毛のケア方法など、お一人 10 分程度直接ご相談いただけ
ます。予約 6 名
参加費 1００円
担当 実 春菜

❤お誕生会 ～バースデーごろりんアート～
❤大切にしよう！乳歯のおはなし
7 月 8 日(月)１１：１５～１１：４５
0～３歳児の歯みがき・離乳食・オヤツの与え方など、
歯科衛生士が虫歯にならないためのアドバイスをします。
担当 加藤 潤子
はあとハウスは多くの親子さんが集い遊ぶ場所です。お子さまから目を離さないように責任
をもって見守り、安全に注意しながら楽しい時間をお過ごしください。またママのお手洗や、
電話の際はスタッフにお声がけください。

７月３１日(水)１０：3０～１１：４５
お誕生記念に、バースデーごろりんアート（ご予約限定セルフ撮影会）
と、フェルトでできたオリジナルカードを制作します。皆でお祝いしましょう。
予約制
材料費 5００円 ※写真を数枚お持ちください。

★お問合わせ・ご予約先★

TEL ０４５-８６６-３３７７

月・火・水・木・金 １０:００〜１６：００
http://www.heart-house.or.jp
横浜市戸塚区戸塚町4253-1サクラス戸塚１F

