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2020年夏 

第5８号 

横堤・緑 
横堤 1～3 丁目 

緑 

鶴見 6 丁目 2 番 

鶴見北・鶴見南 
鶴見 1～6 丁目 

（6 丁目 2 番は除く） 

茨田西・茨田東 
横堤 4～5 丁目 

諸口 6丁目 

茨田大宮 2～4丁目 

今津 
今津北２～５丁目 

今津中２～５丁目 

今津南２～５丁目 

榎本 
放出東 

今津北１丁目 

今津中１丁目 

今津南１丁目 

茨田・茨田南 
諸口１～５丁目、中茶屋 

徳庵、安田１～２丁目 

お子さまのお誕生おめでとうございます。 

3か月児健診までに、全てのお子さまのお宅を保健師または助産師が家庭訪問します。 

事前に日程調整のため、下記の電話番号または携帯電話からご連絡をいたします。 

あなたの地域の担当保健師は・・・ 

緑 

鶴見北 茨田西 

横堤 
茨田南 鶴見南 

榎本 今津 

茨田 

茨田北 

茨田東 

焼野 緑
地
公
園 

鶴見区保健福祉センター保健福祉課（保健活動）６９１５－９９６８ 

鶴見区役所 

鶴見区子育て支援連絡会 

鶴見子育て支援センター   つるみ☆キラキラ 

鶴見区保健福祉センター   鶴見区民生委員児童委員協議会 

鶴見区子ども・子育てプラザ 鶴見区社会福祉協議会 

つどいの広場ソフィア  つどいの広場まほろ つどいの広場秀和 

鶴見子育て支援センター 

鶴見区保健福祉センター 

鶴見区子ども・子育てプラザ 

鶴見図書館 

鶴見区社会福祉協議会 

各地域子育てサロン 

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

茨田北・焼野 
浜 1～5丁目、諸口 5丁目浜 

安田 3～4 丁目、茨田大宮 1丁目 

 

 

保健福祉センターには、保健師以外にも、栄養士、心理士、保育士、家庭児童相談員、精神保健福祉相談員がいま

す。子育てのこと、離乳食や食事のこと、ことばの発達やお友達との関係のこと、児童虐待に関すること、こころの

健康のことなど、気になること、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。 

 

 

 

阿賀 

井上 

森  津村 

 池田 

 

 
福田 

 小林 



            「今日はどこに行こうかな♪」　親子でいろんなところに出かけてみてね☆

月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

榎本幼稚園
★茨田北・焼野

子育ておしゃべり会
支：にこにこルーム

支：にこにこルーム
支：0歳ルーム

（３か月～１歳未満）

午
後

支：にこにこルーム 支：にこにこルーム
　

支：にこにこルーム

6 7 8 9 10 11

午
前

念法幼稚園
三愛幼稚園

三愛こども園
　　支：0歳ルーム
(3か月～１歳未満)

茨田第1保育所
支：にこにこルーム 支：にこにこルーム

茨田第2保育所
ほっぺるランド鶴見緑地

榎本幼稚園
支：にこにこルーム

三愛幼稚園
三愛こども園

支：0歳ルーム
(3か月～１歳未満)

午
後

支：にこにこルーム
支：0歳ルーム

(３か月～1歳未満)
支：にこにこルーム 支：にこにこルーム 支：にこにこルーム

13 14 15 16 17 18

午
前

三愛幼稚園
三愛こども園

支：0歳ルーム
(3か月～１歳未満)

支：にこにこルーム 榎本幼稚園
　茨田第2保育所

のぎく保育園
支：にこにこルーム

支：0歳ルーム
(3か月～１歳未満)

子：サーキット遊びをしよう

午
後

支：にこにこルーム
支：0歳ルーム

(３か月～1歳未満)
支：にこにこルーム 支：にこにこルーム 支：にこにこルーム

子：サーキット遊びをしよう

20 21 22 23 24 25

午
前

三愛幼稚園
三愛こども園

支：0歳ルーム
(3か月～１歳未満)

念法幼稚園
  支：にこにこルーム

支：にこにこルーム
子：みんなでハッピー

バースデー
（７月のお誕生日会）

　

午
後

支：にこにこルーム
支：0歳ルーム

(３か月～1歳未満)
支：にこにこルーム

27 28 29 30 31

午
前

念法幼稚園
 支：0歳ルーム

(3か月～１歳未満)
支：にこにこルーム 支：にこにこルーム 支：にこにこルーム

支：0歳ルーム
(３か月～1歳未満)

午
後

支：にこにこルーム
支：0歳ルーム

(３か月～1歳未満)
支：にこにこルーム 支：にこにこルーム 支：にこにこルーム

午
前

　
　支：子育て支援センター　　子：子ども・子育てプラザ　　図：図書館　   ★：保健師が参加予定　令和2年6月発行　　　　

鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」

すくすくカレンダー７月号

☆つどいの広場ソフィア

月曜日～金曜日(祝日は休み）

１０時～１５時 ９０分入替性

☆つどいの広場まほろ

月曜日～金曜日（祝日は休み）１０時～１５時

(月曜日の午前中は１２か月未満児のみ)

☆つどいの広場秀和

月曜日～金曜日（祝日は休み）

９時３０分～１２時 １３時～１５時３０分

※詳しくは各機関にお問い合わせください

子ども・子育てプラザ
☆つどいの広場

火曜日～土曜日 １０時～１５時

※詳しくはお問い合わせください

子育てサロン

７月は中止です

※中止や日時変更、予約が必要

な場合がありますので事前に各

機関に直接お問い合わせください。



 

《子育てサロン》

☆みどり子育てサロン（開催場所は緑福祉会館）

緑ふれあいの家 ℡：６９１５－６３３３

☆つるみ北子育てサロン

鶴見北公民館 ℡：６９１５－１１５１

☆つるみ子育てサロン

鶴見公民館 ℡：６９１２－５０００

☆榎本子育てサロン

榎本福祉会館 ℡：６９６３－０１０４

☆榎本子育ておしゃべり会

榎本ネットワーク事務所 ℡：６９６５－２１２３

☆今津子育てサロン・今津子育ておしゃべり会

今津会館 ℡：６９６２－７２７３

☆茨田南子育てサロン

茨田南福祉会館 ℡：６９１３－７２００

☆茨田子育てサロン

茨田福祉会館 ℡：６９１２－５９００

☆茨田東子育てサロン

茨田東福祉会館 ℡：６９１２－８８３３

☆茨田北子育てサロン

茨田北福祉会館 ℡：６９１３－８１１９

☆焼野子育てサロン

焼野福祉会館 ℡：６９１３－９１９１

☆茨田北・焼野子育ておしゃべり会

焼野福祉会館 ℡：６９１３－９１９１

☆茨田西子育てサロン

茨田西社会福祉会館 ℡：６９１５－３９２０

☆横堤子育てサロン

横堤福祉会館 ℡：７８６０－３３４１

各施設の行事については、予約制の行事等一部表示していないものもありますので、行事や時間等の

詳細については、愛LOVEこどもニュースやつるみ区子育てマップを合わせてご覧ください☆

☆鶴見区保健福祉センター ℡：６９１５－９９６８
☆鶴見子育て支援センター ℡：６９１５－８２２４

☆鶴見区子ども・子育てプラザ ℡：６９６７－１０３３

☆鶴見図書館 ℡：６９１３－０７７２

☆つどいの広場ソフィア ℡：６１８０－３５５０

☆つどいの広場まほろ ℡：０９０－２３５９－１３１２

☆つどいの広場秀和 ℡:０９０－９２１５－１５４５

《保育所・保育園》
☆茨田第１保育所 ℡：６９１２－６１４９

☆茨田東保育所 ℡：６９１１－２６００

☆茨田第２保育所 ℡：６９１２－１１１０

☆今津保育所 ℡：６９６８－０４１８

☆俊英舘保育園 ℡：６９１２－００４５

☆俊英舘保育園（こぐま園） ℡：６９１５－８８００

☆俊英舘第２保育園 ℡：６９１５－２２１１

☆鶴見えのもと保育園 ℡：６９６４－１１６４

☆鶴見学園 ℡：６９１２－６８４７

☆鶴見みどり保育園 ℡：６９１３－８８６４

☆鶴見みどり保育園（分園） ℡：６９１１－７９９０

☆鶴見みどり第二保育園 ℡：６９１４－１２２１

☆のぎく保育園 ℡：６９１３－９６２２

☆のぎく保育園（分園） ℡：６９１３－９６２２

☆放出保育園 ℡：６９６１－４３６６

☆みつばさ保育園 ℡：６９６７－３４５５

☆みつばさ保育園（こひつじ園） ℡：６９６５－２３３０

☆もろぐち保育園 ℡：６９１５－８５５８

☆もろぐち保育園（北分園） ℡：６９１５－８５５８

☆もろぐち保育園（南分園） ℡：６９１５－８５５８

☆横堤みのり保育園 ℡：６９１３－２６００

☆にじの木保育園 ℡：６１８０－３３４１

☆鶴見はとぽっぽ保育園 ℡：６９１１－１２００

☆いずみの保育園 ℡：６９５５－８１４０

☆よこづつみ保育園 ℡：６９１１－００７７

☆つるみ保育園 ℡：６９１３－７４００

☆三愛こども園 ℡：６９６８－１９８１

☆ほっぺるランド鶴見緑地 ℡：６９９５－４１２２

☆トレジャーキッズよこづつみ保育園 ℡：６７８０－４７７１

☆ポピンズナーサリースクール鶴見緑地 ℡：６９９１－８９６１

☆ソフィア横堤保育園（7月開設） ℡：

《小規模保育施設》
☆かいせいプチ保育園鶴見園 ℡：６１１５－５６８０

☆鶴見なないろ保育園 諸口園 ℡：６９１５－４４４４

☆ソフィアみどり保育園 ℡：６１８０－３５７８

☆みどり一丁目にこにこ保育園 ℡：６９３２－１５０３

☆念法保育園 ℡：６９１１－３１５９

☆鶴見ぴよぴよ保育園 ℡：６１８０－３４６０

鶴見区役所

鶴見区子育て支援連絡会

鶴見子育て支援センター つるみ☆キラキラ

鶴見区保健福祉センター 鶴見区民生委員児童委員協議会

鶴見区子ども･子育てプラザ 鶴見区社会福祉協議会

つどいの広場ソフィア つどいの広場まほろ つどいの広場秀和

《認定こども園》
☆念法幼稚園 ℡：６９１１－３１５８

☆茨田大宮こども園 ℡：６９１１－０１０１

☆三愛幼稚園 ℡：６９６８－１９８１

《幼稚園》

☆榎本幼稚園 ℡：６９６１－０７５１

☆鶴見菊水幼稚園 ℡：６９１２－０３６０

☆鶴見幼稚園 ℡：６９３１－３３６８

☆諸口幼稚園 ℡：６９１１－３１９８


