
 

 

 

   

 

 
   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

   

  

    

    

    

 

   

   

     

   

      

         
    

 

     

         
         

         
         

         
         

         
         

12121212 日日日日((((木）木）木）木）    かわわ★わ～いかわわ★わ～いかわわ★わ～いかわわ★わ～い    

        ニューフェイス 

*時間：10：00～12：30 無料 

*場所：川和小学校コミュニティハウス 

13131313 日日日日((((金金金金))))    ぞうさんくらぶぞうさんくらぶぞうさんくらぶぞうさんくらぶ    

*時間：10：00～11：30 200 円（毎月第 3 金曜日） 

*場所：東山田地域ケアプラザ（要予約） 

27272727 日日日日((((金金金金))))    川和あそびの広場川和あそびの広場川和あそびの広場川和あそびの広場  

*時間：10：00～12：00 無料 

*場所：川和福祉会館 

 

◇◇◇◇12121212 日日日日((((木木木木))))    助産師さんの相談日助産師さんの相談日助産師さんの相談日助産師さんの相談日    

時間 ： 13：15～15：15 

マッサージ等個人的な治療行為等は行いません。 

◇◇◇◇    2222 日日日日((((月月月月))))        保育士さんの相談日保育士さんの相談日保育士さんの相談日保育士さんの相談日    

時間 ： 13：30～15：30 

区のセンター園の保育士さんが来てくださいます。 

お気軽にご相談くださいね♪  

◇◇◇◇保育保育保育保育園園園園    園長先生園長先生園長先生園長先生の相談日の相談日の相談日の相談日    

（日時未定。決定次第、広場に掲示します。） 

区内私立保育園の園長先生が来てくださいます。 

子育てで困ったこと、保育園のこと、幼稚園のこと

など、なんでもお話しくださいね。  

ベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージベビーマッサージ        30303030 日日日日((((月月月月)))) 11:00～1130    

    

今月のイベント今月のイベント今月のイベント今月のイベント    

通 信 10 月号  

2017.9.26 発行 VOL.125 

 

一時預かりのご案内 

 

保護者の皆さんのリフレッシュや、ちょっと 

した用事など、理由を問わない一時預かりを 

実施しています。 
 
対対対対    象象象象：横浜市内に居住する生後６か月以上３歳以下 

ぷらっとカフェご利用回数５回以上の方 

料料料料    金金金金：１時間４００円 

（横浜市の委託を受けています） 

時時時時    間間間間：月曜～木曜月曜～木曜月曜～木曜月曜～木曜 9：45～15：45(広場開館時間のみ) 

定定定定    員員員員：３人／日  1 人あたり最長４時間迄 

    月 原則８回迄 

（尚、病児の預かり・投薬行為は行いません） 

登録料登録料登録料登録料：お子さん 1名につき３００円  

（広場登録とは別に、一時預かりの為の登録 

をして頂きます） 

※登録は必ず広場にて対面して行います。 

（電話・メール・FAX 等不可） 

予予予予    約約約約：一時預かり登録後、予約・利用可となります。 

～～～～その他詳細は登録時にご説明いたしますその他詳細は登録時にご説明いたしますその他詳細は登録時にご説明いたしますその他詳細は登録時にご説明いたします～～～～    

 

＊対象：首が座ってからハイハイ位まで 

＊料金；イベント参加費は無料です 

＊定員：先着５組（2日～予約受付開始） 

※来所またはお電話にて承ります。 

＊講師：チャイルドボティセラピスト 

インストラクター ながのともこ 

＊予防接種２４時間以内のお子さんは参加不可。 

＊バスタオルをご持参ください。 

天高く午肥ゆる秋、気持ちの良い季節の到来ですね。 

読書の秋・スポーツの秋・食欲の秋・行楽の秋…みなさんは 

どのような秋を過ごされますか？ 

ぷらっとカフェ無料体験券ぷらっとカフェ無料体験券ぷらっとカフェ無料体験券ぷらっとカフェ無料体験券        

初めて来場される方を対象に 
利用料利用料利用料利用料((((\\\\200)200)200)200)    1111 回分無料回分無料回分無料回分無料    

おやこの広場ってどんなところ？  

百聞は一見に如かず。どうぞお気軽に一度 

おいでください。 

※登録料￥１００は頂戴します。 

※切り取らず、このままお持ちください。  

妊婦さん応援券妊婦さん応援券妊婦さん応援券妊婦さん応援券    

妊娠中の方ご本人に限り 
利用料利用料利用料利用料((((\\\\200)200)200)200)    1111 回分無料回分無料回分無料回分無料    

※新規登録料￥１００は頂戴します。 

※切り取らず、このままお持ちください。  

有効期限有効期限有効期限有効期限2017.11.302017.11.302017.11.302017.11.30 

今月今月今月今月の出張ぷらっとカフェの出張ぷらっとカフェの出張ぷらっとカフェの出張ぷらっとカフェ    

都合により予告無しに予定を変更する場合がございます 

あらかじめご了承ください． 

 ママ自身の病院やお友達同士でのランチ習い事など預かり 

の理由は問いません。お早目のご予約をお願い致します。 

 ぷらっとカフェが 

あなたのオウチの

近くへ出張します 

公園で遊ぼう公園で遊ぼう公園で遊ぼう公園で遊ぼう（申込み不要）（申込み不要）（申込み不要）（申込み不要）                            

●日 時：２４日(火)１０時半～１２時 

（雨天荒天の場合中止） 

●場 所：かたつむり公園(仲町台 4 丁目 13) 

●対 象：０歳の赤ちゃんから 

●持ち物：飲み物・着替え…など  

 

※詳しくは広場に貼ってあるポスターを 

  ご覧ください♪ 

2017201720172017 秋秋秋秋    あつまれ都筑のニューフェイスあつまれ都筑のニューフェイスあつまれ都筑のニューフェイスあつまれ都筑のニューフェイス                        

●日●日●日●日    時時時時    ：：：：    １０月１０月１０月１０月２０２０２０２０日日日日((((金金金金) ) ) ) １０１０１０１０::::３３３３0000～１２～１２～１２～１２::::００００００００        

●料●料●料●料    金金金金    ：：：：    無料無料無料無料    申し込み不要申し込み不要申し込み不要申し込み不要    

●対●対●対●対    象象象象    ：：：：    都筑区にお引越しされてきた都筑区にお引越しされてきた都筑区にお引越しされてきた都筑区にお引越しされてきた親子親子親子親子(未就学児) 

区内 14 会場で開催されます。お近くの会場に 

どうぞお気軽にご参加くださいね(^-^) 

/ 

10 月 6 日(金)は 12 時から開館となります。 

ご了承ください。 



      

         

        

  

 

 

 

    

    

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

  

 

  

   

   

  

  

  

  

 

   

    

編集後記 ：先日、熱海まで家族でドライブにでかけました。

日本のハワイと呼ばれるだけあって、開放的で時間がゆっく

りと流れているような、のんびりした気分になれる場所です

ね。お目当ては熱海海上花火大会。今年はまだ一度も打ち

上げ花火を見に行けて無かったので、夏の最後の思い出にと

何となく計画して行ってみたのですが、これがとても迫力があ

って、感動的な花火大会でした！子供たちも、もちろん私も大

興奮で、また来年も見に行きたいと思いました！家に戻って

履き替え用に持参した兄の靴が片方無いことに気付いた時

には（乗り降りの際に蹴飛ばしたのか？）、花火の余韻も一瞬

にして消え去りましたが（>_<）まぁこれも良い思い出ということ

で、来年は気を付けようと自分に言い聞かせたのでした(T_T) 

住   所 ：横浜市都筑区仲町台１－２０－１１ ヒルサイド３０３号室 

 駐車場・駐輪場ありません。公共の交通機関をご利用ください。 

最 寄 駅 ：市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅下車 徒歩３分 

（改札は１つです。改札出て左方向、２００ｍほどです） 

電   話 ：０４５－９４４－３５５４  

 

・離乳食やお弁当の持込は自由です。 

・ランチタイムは 原則 11 時半～13 時半 

・電子レンジあります。  

・ミルク用のお湯は、お持ちください。 

・使用済みオムツを含めゴミは各自お持ち 

帰りください。 

・保育施設ではありませんので、保護者の 

責任下でご利用ください。 

・忘れ物は 1 ヶ月間保管しますが、ご連絡が

ない場合は処分いたします。 

おやこの広場『ぷらっとカフェ』は、横浜市から補助（助成）を受けて運営しております 

 

＊ 妊婦の皆 様 へ ＊ 

おやこの広場ぷらっとカフェ 
へ遊びに来てみませんか？ 
利用料無料券が付いています。 
切り取らず、このままお持ち 
くださいね♪ 

開 館 日：月曜日～金曜日 9 時 45 分～15 時 45 分 

（原則第 2 金曜日はスタッフ研修のため閉館） 

利 用 料：大人１人 200 円／回 子ども無料 

登 録 料：大人１人 100 円  

運   営：ＮＰＯ法人 りんぐ りんく  

HP     http://ring-link.org/ 
E-Mail pcafe@ring-link.org 
ブロブロブロブロググググ  http://ameblo.jp./hiroba-pc/ 

 

マンションの皆様にご迷惑とならないよう、共用部分では 

お静かにお願い致します。また駐輪場は住居者の方のみ 

利用可能です。自転車でご来場の際は、駅の駐輪場等 

をご利用いただけますよう、ご協力の程お願い致します。 

ご利用のお約束 
ご 利 用 案 内 

横浜市営地下鉄 仲町台駅 至 横浜 
至 あざみ野 改札 

東急 

ストア 

中国酒家 龍鳳 

(赤い看板） 

ｾｻﾞｰﾙ 

横浜仲町台 

ﾗｲｵﾝｽﾞ 

ﾏﾝｼｮﾝ横浜 

仲町台 

ｾﾌ゙ ﾝｲﾚﾌ゙ ﾝ 

バスロータリー 

ＧＳ 

フェンスに 

沿って通路 

を奥へ進む 

大東建託 

みずほ銀行ATM 

ﾏｲｷｬｽﾙ 

仲町台STAF 

歩道橋 

信号のない交差点 横断歩道渡る 

通路奥のエレベータ

で３F です 

このマークが目印。 

窓に貼ってありますすすす    

ヒルサイドヒルサイドヒルサイドヒルサイド    

３０３３０３３０３３０３号室号室号室号室    

 

おやこの広場 ぷらっとカフェは、０歳からの未就学児（主に０歳～３歳児）

とその家族が利用できる親子の居場所です。スタッフが見守る中おもちゃ

で遊んだり、絵本を読んだり育児相談をしたりと皆さんでおもい 

おもいに過ごせる場所です。広場利用者の為の一時預かり 

も行っています。 

ママやお子さんの体調がすぐれない時や予防接種の

後には、無理をせずにお家でゆっくり過ごしましょう 

 
今年の中秋の名月は 

１０月４日(水)です 


