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～子育てアドバイザーのなんでも相談～ 

子育てアドバイザーがお部屋におります。 

育児に関することなんでも気軽にお話ください。 

予約もできます。スタッフまでどうぞ。 



イベント参加対象年齢は特にもうけていません。 
お子さんの様子に合わせて親子で楽しく参加してね！ 



ちびっこ広場って？ 

お外であんよが出来るようになった 

お子さんを対象とした日です。 

一緒に遊びましょ！ 

詳しくはスタッフまで 

©マダム HIROKO  

 

休館日 休館日 

～５月 31日(土)は 『パパぷらっとの日』～ 
初の土曜オープン日（今後不定期に開所予定） 



 

 

 

 

 

５月３１日（土）パパぷらっと 12 時半～１５時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
イベント情報 ５月２６（月）「かたらんらんのお話会」 
 

スタッフ紹介：木村卙子（きむらひろこ） 

なぜか、『マダム』と呼ばれる謎のスタッフ。 

ある時は、イラストレーター！ 

（この通信のイラストも担当してます） 

ある時は、主任児童委員！ 

また、ある時はドジなスタッフ！ 

子育てには自信がありましたが、 

自分の子を見ると・・・・・ 

子どもの失敗談にはつきることが 

ありません。 

子育てに自信をなくしかけたら、 

「マダム～」と声かけてね。 

相当自信を回復できます☆ 

～スタッフ募集～ 
ぷらっとカフェでは 

スタッフを大募集しています！ 

どなたでもＯＫです！ 

資格はいりません。 

１日２時間から応相談。 

～詳しくはスタッフまで 

お問合せください～ 

～諸説ありますが、ちょっとこいのぼりのおはなし～ 

室町時代から武家では５月５日の端午の節句に、竹竿に布を張り「吹き流し」 を

立ててました。江戸時代になってから、これが町人も紙で作った「鯉のぼり」を竿

につけて高く掲げて対抗して楽しんでいました。コイはもともと威勢のいい魚で

す。昔から「鯉の滝上り」などと伝えられ、子供が元気に育つようにという親の願

いが「鯉のぼり」にこめられています。 

これが現代まで続いていて、端午の節句に鯉のぼりをあげています。 

パパも一緒に遊んじゃお～ おもちゃコンサルタントによる簡単おもちゃ作り！  

【定員】先着２０名（予約可 電話または来所にて受付中） 

【工作タイム】１３時～  

【工作費】２００円 （新規登録者は+２００円、利用料+２００円） 

【持ち物】ペットボトル(350or500ml)２本（洗浄、乾燥したもの）  

 

 パパだけではなく、ファミリーでも、ママだけでもどうぞ！ 

 詳しくは、お問い合わせくださいネ 

かたらんらんって？  地区センターや小学校などで 地域の子どもたちに 

おはなしやパネルシアター、 紙芝居のお話会を開いているグループです。 

毎回違う「お話会」です。今月は、どんなおはなしが聞けるかな？ 

みんなで楽しみましょうネ！  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～地域のイベント情報～ 

センター南の春祭り ＰＡＲＴ２！！ 
～みんなのこい みんなこい～ 
５月５日（月・祝）１２時～１６時 
センター南駅前 「スキップ広場」 
沢山のこいのぼりが泳いでいる下で、伝統
の和太鼓の演奏が聞けますよ！ 
躍動感ある演奏に、釘付けになること間違
いなしです。司会はぷらっとカフェスタッ
フの青柳さん！ 港北ニュータウンの歌
もうたっちゃいます。 
ぷらっとカフェのこいのぼりを見がてら、
応援に来てくださいね！ 
模擬店も出店します。ゴールデンウィーク
地元イベントで楽しんでくださいね！ 
主催：センター南商業地区振興会 

■ 地域の遊び場情報 「どろんこきっず」 
まだ肌寒さの残る３月１３日（木）、取材に行ってきました。 

この日は、１９年度メンバーの卒会。メンバーが持ち寄ったおいしそうなお料理食べたり、手

作りの記念品を渡してもらったり、皆嬉しそうでした(*^。^*)。 

大きい子と小さな子が自然に関わり、子どもにとってもママにとってもすばらしい活動だと感

じました！ 

【活動日】毎週月曜日と木曜日 １０時半～ （お弁当持参） 

【主な活動場所】鴨池公園 まんまる広場 かけはし都筑  

【対象年齢】未就園児（０歳からＯＫ）  【会費】年間４０００円程度  

【活動内容】・まんまる広場での自由遊び  ・リトミック（１回/月、かけはし都筑） 

 ・ミーティング（１回/月、まんまる広場） ・その他野外料理、簡単工作、プール遊び、 

凧揚げ等季節の遊びやキャンプなどなど毎回ママたちができる範囲で企画をしています。 

【見学について】事前に連絡くださいね！ 

【連絡窓口】新田（にった）  ０９０－４００９－９２３１ 

太田尾（おおたお）０９０－７７７０－１６１７ 

「ちょっと知っ得！」 

皆さんが区役所に行くのは、子どもの健診の

時だけでしょうか？ 図書館は行くけどっ

て？ なるほど！ ではもう一歩進んで「区

民活動センター」にも寄ってみましょう。場

所は保健センターの目の前。「ぷらっとカフ

ェ」の誰かが受付の人と話してたり、奥の机

で会議してたり、廊下の印刷機で「通信」を

印刷してるかも！ つまりはそんな場所で

す。掲示物の中には、様々なサークルやボラ

ンティアの募集もあるよ。いつか羽ばたく自

分のために（笑）、時々情報をチェックして

みませんか。 

■ 地域の遊び場情報 「すくすくサロン」 
都筑区佐江戸町に４月２日オープンした、区内で２番目に出来た新しい親と子のつどいの広場で

す。ぷらっとカフェのスタッフも、４月１日（火）の内覧会にお邪魔してきました！ 

一軒家の階段を登ると、木のぬくもりを感じるお部屋があります。台所も付いていて、赤ちゃん

連れのママにはとても便利そう！地域のスタッフの方が、明るくお迎えしてくれます。なんだか

実家に帰ったみたいなあたたかい雰囲気です！ 

【オープン日】月・水・金 １０時～１５時 【利用料】１回２００円（大人） 

【運営】ＮＰＯ法人 ホームズ都筑  

【場所】都筑区佐江戸町１８２９番地 

【お問い合わせ先】０４５－５１６－９１１７（月・水・金） 



 

発行元：おやこの広場『ぷらっとカフェ』 
〒224-0032 
横浜市都筑区茅ケ崎中央 36-5  
エルドラード横浜 6 階 

TEL : 045-949-6153(開館日のみ)  
e-mail : info@ring-link.info  

運営団体：～人と街と地域をつなぐ～ 

ＮＰＯ法人りんぐ りんく 

横浜市社会福祉協議会の委託を受けて運営しています 

 

ぷらっとカフェへようこそ！ 
妊婦さん、０歳からの子どもと保
護者の情報交換ができるコミュニ
ケーション広場です。お弁当食べ
ながら、おしゃべりしませんか？
気軽に育児相談できます。皆さん
からの子育てにあったらいいなの
ご意見、サークル情報なども随時
募集しています。 
 
利用方法 
☆初めての方、利用申込書のご記
入をお願いします。会員登録をし
ていただきます。メンバーズカー
ドを発行します。 
４月より、 
カード発行料として 200 円、 
カード再発行料 200 円 

お願いします。 
（初回は、発行料+協力費 

400 円となります） 
 
☆２回目から、受付にメンバーズ
カードを出してください。カード
は受付でお預かりします。お帰りの
際、忘れずにお受け取りください。 
 

ひろば利用のお約束 
・ごみは各自お持ち帰りください 
・離乳食やお弁当の持ち込みは自

由です。 
・ランチタイム 11 時半～13 時半 
・保育施設ではありません。保護者の責任

の下でご利用ください。 
  ～ご協力お願いいたします～ 

編集後記 

桜の時期も終わり、若葉が芽吹く頃になりましたね。今年４月か
らのちびっこ広場も、皆さんのご協力により始まりました！ 
『ぷらっとカフェ』は、スタッフだけではなく、来場者の皆さん
に支えられています。こんなことあったらいいな、と思ったら、
是非声かけてくださいね。皆さんと一緒に笑顔で創る『ぷらっと
カフェ』であり続けたいと思います(̂ o )̂(スタッフＡ） 

～地域・企業の皆様へ寄付のお願い～ 
このおやこの広場ぷらっとカフェは地域の皆さんに見
守られて運営しています。こども達は地域の人との関
わりの中て育っていく未来を作る街の財産です。これ
からもご協力お願いいたします。 
お問合せ e-mail:info@ring-link.info（担当：青柳） 

電話 045-949-6153（開館日のみ） 

 

駐車場はありません 

公共の交通機関をご利用ください 
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開館日：月・火・水・金（週４日） １０時～１６時 
場 所：都筑区茅ヶ崎中央３６－５ 

エルドラード横浜 6F 
（最寄駅 横浜市営地下鉄センター南駅下車 

北部病院そば 
カフェレストラン・アミがあるビルです） 

電 話：０４５－９４９－６１５３（開館日のみ） 
協力費：大人１人２００円 子ども無料 
    コーヒーなどのフリードリンク制 
    （広場の運営を支える協力費です 

ご理解のほどお願いします） 

 


