
 

 

 

 

 

 

 

今月のカレンダー 

月 火 水 金 

2 

開館日 

 

3 

子育てアドバイザー 

のなんでも相談 

  11 時～14 時 

 

4 

ちびっこ広場 

６ 

開館日 

 

９ 

おやこあそび 

11 時～ 

14 時～ 

１０ 

歯の相談 
13 時～１４時半 
保育士さんが来るよ 

（13 時半～１６時） 

１１ 

ちびっこ広場 

１３ 

開館日 

１６ 

開館日 

 

1７ 

子育てアドバイザー 

のなんでも相談 

  11 時～14 時 

 

1８ 

ちびっこ広場 

    

じゃがイモ掘り 

(定員６名 要予約)  

民家園にて） 

２０ 

開館日 

２３  開館日 

七夕週間（～7/7 まで） 

短冊に願いを書いてね 

2４ 

有料講座開催のため 

１２時より開館 
保育士さんが来るよ 

（13 時半～１６時） 

 

2５ 

ちびっこ広場 

ちびっこお話会 

「おはなしはんもっく」の 

みなさん 10:30～ 

2７ 

開館日 

３０ 

開館日 
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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。 
帽子、水分補給など暑さ対策忘れずに！ 
暑すぎる場合、外に行かない場合もあり
ます。 ～詳しくはスタッフまで～ 

©マダム HIROKO  

 

６月からシートベルト全席着用が義務化されます。 

車に乗車する時はお忘れなく。 



 

 

 

 

 

６月１０日（火）「子どもの歯のこと・おくちのこと」 
   ～小児歯科医のやまだ先生になんでも聞いちゃおう～ 
  
 
 
 
 
 

６月２４日（火）家族のライフプランを考えよう 
～子どもができてからのマネープラン～ 

 

スタッフ紹介：対馬千香子（つしまちかこ） 

『クーパーママ』こと対馬千香子です。 

(注：クーパー＝飼犬の名前です)   

地域では、民生・児童委員をしています。 

子どもと動物が大好き☆ 

ぷらっとにくる 

ママさんたちが、 

少しでも「ホッ！」 

としていただける 

お手伝いが出来ることを 

うれしく思っています。 

よろしくお願いします。 

 

 

～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～ 

～アジサイマメ知識～ 花言葉(耐える愛 移り気) 

花の色は、土壌の PH 濃度、アルミニウムイオン量によって様々に変化します。 

酸性度が高いと青が強く、酸性度が低いとピンクが強く出ます。日本原産の古いも

のは「青色」。花は蕾の頃は「緑色」、それが「白」く移ろい、咲く頃は「水色」ま

たは「薄紅色」。咲き終りに近づくにつれて、花色は濃くなっていきます。 

鎌倉の明月院（あじさい寺）、区内では正覚寺(茅ヶ崎東 3-12-1)が有名です。箱根

登山鉄道では、夜間ライトアップされた特別列車も運行されます。 

【時間】１０時１５分～１１時４５分  【受講料】1000 円  

【定員】限定６名（予約可 電話または来所にて６月４日より受付開始） 

子どもが生まれてからのライフプラン、お金のこと、女性の働き方など 

普段気になっていることに、ファイナンシャルプランナーがお答えしていきます。 

詳細はスタッフまで！ 

尚、この日は１２時より開館とさせていただきます。ご了承くださいませ。 

【時間】１３時～１４時半 無料 相談予約受付中（スタッフまで） 

子どもの歯に関して心配なことがあれば、なんでもご相談ください。 

やさしい女医さんがこたえてくれます。 

  山田恵理先生～日本小児歯科学会認定医、区内歯科医院勤務医 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～地域のイベント情報～ 
ＮＰＯ法人 りんぐ りんく のイベント 

『つづきあそび隊』 
～キーワードは「アソビはマナビ」～  

おもちゃの広場ＩＮ都筑民家園 
2008 年 6 月 21 日 １１時～１４時  
予約受付、電話問合せは 
都筑民家園まで（５９４－１７２３） 
・おもちゃの広場 

（未就学児は保護者同伴 
[おままごと、カードゲームもあります]  

自由参加、無料） 
・親子ＤＥ手作りおもちゃ 

（予約可、先着２０人、実費１00 円） 
・かまどＤＥじゃがいも 

（先着 50 人、実費３00 円） 

詳しくはチラシ・ＨＰを見てね♪ 

■ 地域の子育て支援情報  
今回は、子育て支援グループ「ドリーム」さんをご紹介します。 

一時保育を中心に活動されているグループです。 

四六時中子どもと一緒にいると息が詰まる時が ありませんか？ 

『母親だってたまには１人になりたい！』そんなママ達の気持ちを理解してくれるグループ 

です。横浜国際プール内利用であれば、レストランでお茶するだけでもお子さんを預かって 

くれる「こくぷっこクラブ」や、都筑スポーツセンターの受講生のための一時保育を委託 

されています。 

詳細は、各施設にお問い合わせくださいね！ 

子育て経験豊富なスタッフが、毎回お子さんへのお土産を用意して待っていて 

くださいますよ☆ 

「ちょっと知っ得！」 

梅雨時にむけた、親子遊びのヒントです。 

用意するのは新聞紙（またはチラシ）。 

ぐしゃぐしゃぎゅーぎゅー丸めて「リンゴ！」。 

もう１枚の紙で包んで両ハジをひねったら「飴」。 

今度はビリビリやぶこう。 

音や感触が楽しいね！細く長く途中で切れず

に最後まで破れる？誰が一番長いかな？ 

次は細かく細かくちぎって紙ふぶき！集めて

固めてセロテープで止めたらボール。最後は

ゴミ袋に入れる競争だ～！ お口に持ってい

く月齢の子も、親が見守りつつお試しあれ～。 

～ちびっこ広場イベント～ 

①都筑民家園でジャガイモ堀り 

6 月 18 日（水） 10 時～1 時間ほど。 
 （雨天中止 現地集合現地解散） 
  1 組１キロ程度のお土産がつきます。 
参加費￥５００   
先着 6 組まで参加受付ます。 
予約は 6 月 4 日（水）開始。  
  詳細はスタッフまで！  

～ちびっこ広場イベント～ 

②ちびっこおはなし会 

6 月 25 日（水） 
10：30～10：50 参加費無料 
今回「おはなし会」をしてくださるのは 
     
『おはなしはんもっく』のみなさん。 
絵本の読み聞かせ、紙芝居やパネルシアター、
手遊びなど、お話の楽しさを届けに登場して
くれます。   
第 2、第 4 土曜日 14:30～15:00 港北東急
リブロ書店にて、読み聞かせもしているそう
です。 

お楽しみに～(^_-)-☆ 



 

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。 
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  そろそろ雨の日が多くなりますね。 

私は雨の日に傘をさして歩いていると、傘にあたる雨音を丌思

議そうに見上げていた抱っこひもの中の小さな息子の顔が思

い出されます。雨の日の親子での外出は支度だけでも大変！ 

でも、のんびりとお出かけしてみて下さい。ぷらっとカフェで

は雨の日も晴の日も（もちろん曇りの日も）皆さんをお待ちし

ていま―す！              (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 

 

都筑警察署 

 

結婚式場 
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『ぷらっとカフェ』 
ｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝｱﾐが 

入ってるビルの 6F 
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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） 

 


