
 

 

 

 

 

 

 

今月のカレンダー 

月 火 水 金 

 

 

1 

子育てアドバイザー 

のなんでも相談 

11 時～14 時 

 

2 

ちびっこ広場 

4 

開館日 

 

7 

開館日 

 

8 

 

保育士さんが来るよ 

（13 時半～１６時） 

9 

夏野菜イベント 
（大熊町の畑にて） 

ちびっこ広場 

１1 

開館日 

１４ 

開館日 

 

１５ 

有料講座開催のため 
１２時より開館 
子育てアドバイザー 

のなんでも相談 
  12 時～15 時 

 

１６ 

ちびっこ広場 

18 

開館日 

２１ 

 

２２ 

 

保育士さんが来るよ 

（13 時半～１６時） 

2３ 

ちびっこお話会 
おはなしはんもっく 

（１０：３０～） 

ちびっこ広場 
 

25 

開館日 

28 

開館日 

 

29 

おやこあそび 
あかちゃんもリトミック 
11 時～ 14 時～ 

 

30 

ちびっこ広場 
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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～ 

梅雨のあいまに、お布団干し、お洗濯ですね。 

梅雨があけたら、いよいよ暑い夏がやってきま～す！ 

 

©マダム HIROKO  

 

休館日 



 

 

 

 

 

７月９日（水）「もぎたて夏野菜をゲット！！」 
    区内大熊町の畑できゅうり トマト ナス 自分で採ってみよう 

  
 
 
 
 

７月２９日（火）おやこあそび 
～あかちゃんもリトミック～ 

 
 
 

８月９日（土）おもちゃ広場 土曜開館第２弾！ 
 
 

スタッフ紹介：関口亞紀（せきぐちあき） 

都筑区に引っ越して 7 年になります。 

引っ越してきた時はハイハイをしていた 

長男も、もう小学 2 年生です。 

そして幼稚園年長の二男がいます。 

我が子には手を焼いているので、 

ぷらっとカフェでかわいい 

赤ちゃんと遊んだり 

ママさん達とおしゃべりをして 

楽しませてもらっています。 

私だけでなくママさん達が癒され、 

ホッとできるようお手伝いしたいと思って 

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～ 

～北海道洞爺湖サミット G8 世界主要８カ国首脳会議 7/7～7/9 開催 

サミットとは、「山の頂上」という意味の英語です。民主主義国家である日、米、

英、仏、独、伊、加、露の首脳(国のトップ＝頂上)が集まることからＧ８（group of 

eight）と呼ばれています。（EU の欧州委員会委員長も参加） 1975 年よりスタ

ートし、今年で 34 回目、日本での開催は 5 回目にあたります。すでに G8 労働

大臣会合、G8 開発大臣会合、G8 外相会合など各種会合がひらかれています。今

回話しあわれるテーマは、大きく「環境・気候変動」「開発・アフリカ」「世界経済」

「政治問題」。実りある会議になることをお祈りしております。 

【時間】１１時～ １４時～  無料  

「リトミック」って何？ おうちでもできるリトミックをご紹介します。 

【時間】１０時現地集合 雨天時１０日順延 【参加費】５００円 

【定員】会員限定先着１０組（１日より来場のみにて予約受付開始）  

詳しくは、ぷらっとカフェ内のチラシを見てね。 

野菜の生育具合により、日程変更もあります。ご了承ください。 

 

 

いつもと違ったおもちゃで、おもちゃコンサルタントと遊びましょう。 

１２：３０～１５：００開館予定です。 

             ～土曜日は丌定期開催です。次回未定。～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～地域のイベント情報～ 
１．軽音楽でリフレッシュ！コンサート 
日 時：７月６日（日）１７:００～ 
場 所：都筑公会堂 
出 演：マイク眞木さん、 

地元アマチュアミュージシャンの皆さん 
チケット：前売券￥１２００ 

（当日券￥１５００） 
都筑区役所売店等で販売中 

日頃介護や看護、さまざまなお仕事でお疲
れ気味の方々に、優れたミュージシャンの
軽音楽を楽しんでいただきたいとの趣旨
で開催されます。 
お問合せ・チケット販売 事務局 
電話：045-943-5257（金子保商事内） 
ぷらっとスタッフの某Ａ(aoyagi)さんも
サブ司会で登場予定！ 
 
２．ちびっこながしそうめん 

（まんまるプレイパーク） 
日 時：７月１４日（月）１１時～ 
場 所：かもいけ公園 まんまる広場 
料 金：100 円 
持ち物：おわん、おはし 
お外遊びの達人、 
まんまるプレイパークの皆さんと一緒に、
ママとちびっこで 
ながしそうめんを 
しよう！ 
お問合せ： 
０８０ 
－５１９１ 
－０６３８（にしだ） 
 

■ 地域の子育て支援情報  
佐江戸会館「ふれあいサロン」 

毎月第 3 月曜日（8 月休み） 11 時～15 時（軽食・飲み物１人分￥２００） 

平成 16 年に始まった「ふれあいサロン」は、佐江戸・加賀原地区の民生委員・児童委員が 

中心になり、自治会役員の協力を得て、月 1 回開催されています。 

赤ちゃんや兄弟児を連れたお母さん方が、楽しいひとときを過ごしていました。毎回、地元 

の野菜を使った手作りのお昼ごはんとおやつが出ます。愛情こもったお料理とスタッフの方 

たちのあたたかいまなざしがあるから「２人目もこの地区で産みたい」 

とママたちにも大好評！ 車で乗りあっての来場もＯＫです。 

お問い合わせ先 ９４１－６８４６（佐藤さん） 

「ちょっと知っ得！」 

地区センターって行ったことありますか？区

内には北山田・中川西・仲町台・都筑の４箇

所あります。会議室や体育室などがあり、未

就学児とママが遊べるプレイルームもありま

す。気軽な相談ならプレイルームに子育て支

援者さんが来る日もあるので、曜日をチェッ

ク！本の貸出しも行ってるので、絵本を借り

てみましょうか。各地区センター主催のイベ

ントもあるので、掲示板やラックのチラシも

見てみましょう。ママサークルで都筑・青葉・

緑区の地区センターをハシゴしていた頃が懐

かしいスタッフＴでした。 

～ベビマとマママ～ 

～東洋式ベビーマッサージ 

 ツボを上手につかいましょ！～ 

ベビーのためのマッサージとママのた
めのセルフマッサージをご紹介しま
す。 

7 月１5 日（火） 
時 間：10：30～ ４０分程度 
参加費：１５００円 
対 象：０才～８カ月位までのあかちゃん 
定 員：１０組 
持ち物：バスタオル ハンドタオル 
予 約：４日より来所または電話にて 
詳細はお問合せください。 
Oaoiawase kudasai 
 
 
 
 
なお、この日は、１２時より通常開館 
とさせていただきます。ご了承ください。 



 

 

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 小学生相手の仕事をしています。 
先日、初めてチュニックワンピースを着て出勤。すると、
子ども達が驚いた顔で寄ってきます。 「赤ちゃんいつ生
まれるの?」と。「・・・・・・。」 秘かに（何度目かの）
ダイエットを決意したのは言うまでもありません。まずは
日々の簡単なことから。ぷらっとカフェまで歩いて身を軽
く、おしゃべりして、たくさん笑って気分を軽く・・・ 
皆さんもいかがですか？  (スタッフO） 

～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） 

 


