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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。 

    

1１月３日、２４日休館日です。 

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。隣の公園
にみんなで遊びに行きます。帽子、水分
補給などお忘れなく！ 天候により、外
に行かない場合もあります。  

～詳しくはスタッフまで～ 

紅葉の季節到来ですね。ぷらっとカフェのお隣 都筑中央

公園の木々もだんだんと色付き始めました。 

 

 

 

休館日 

イラスト マダムＨＩＲＯＫＯ 

休館日 



 

 

 

 

 

スタッフ紹介：伊賀祐子（いがゆうこ） 

22 歳の娘（アメリカの大学）、19 歳の息子(日本

の大学)の母です。スタッフの中では最年長！ 

週１の加圧トレーニングをかかさず、 

“ゆず”や“サザン”のライブでは、 

３時間立ちっぱなしで 

踊り歌いまくり、 

“ダジバンダリー” 

“違うか!!”を連発。 

あっ、でも皆様からの相談には 

真摯にお応えいたします。☆ 

（ぷらっとカフェでは、子育て 

アドバイザーとして活躍中です！ 

by 編集） 

～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！ 

特に資格はいりません。 

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～ １１月２５日（火） 
「かたらんらんのおはなし会」 
   ～手遊びもあるよ～ 

【話し手】かたらんらん 
【時間】１１：００～（２０分ぐらい） 
【料金】無料です。お気軽にどうぞ。 
  

～今月のイベント～ 

 
１１月７日（金）１１時～１２時 

「予防接種に関する座談会」 
  ～都筑区福祉保健センター長  

辻本愛子さんをおむかえして～ 
【料金】無料です。 

予防接種についてのお話のあと、皆さんからの疑問、 
質問などにお答えしていきます。 

～ぷらっとカフェからのお願い～ 

広場には予防接種をまだ受けたこと

のないおともだちもたくさんいます。

予防接種後は、感染予防のためにも

便・吐しゃ物などに、いつも以上の注

意をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ハートフルコンサート  

～０歳からのクラシック～  

時間：１２：３０開場 １３：００開演 
 出演：しゅうさえこ（歌とおはなし） 
    内田ゆう子（ピアノ） 
 演目：ホワイトクリスマス  

きっとしあわせ 等 

◆地域の施設情報 ☆加賀原地域ケアプラザ 「すくすくプラザ」☆ 

広いお部屋（多目的ホール）で、親子でからだを動かしたり、のびのび自由に遊べます。 
おもちゃや絵本もありますよ！ 
月ごとにいろいろなプログラムがあります。お問合せくださいね☆ 

開催日時：毎月第２木曜日 １０時～１２時 
場所：加賀原地域ケアプラザ（都筑区加賀原１－２２－３２） 
電話：９４４－４６４０（担当 井口・島田） 

◆地域のイベント情報  
☆第１４回都筑区民まつり 

日時：11 月 3 日(月･祝）10 時～1５時(小雨決行) 
会場：センター南・センター北・みなきたウォーク等 
主催：都筑区ふるさとづくり委員会 
お問合せ：948-2231（都筑区役所地域振興課）  
※詳細は広報横浜都筑区版 1 面をご覧下さい！ 

※ぷらっとスタッフ某Ａさんがパレードに出演よ～♪ 

 勿論、阿波踊りにもスタッフＴさんが出演予定でーす☆ 

 
☆オアシスライブ   キャンドルナイト   イルミネーション点灯式 
センター南のすきっぷ広場恒例オアシスライブにあわ
せ、夕方はキャンドルの灯で幻想的に、夜はイルミネー
ションで華やかに！ 

日時：11 月 30 日(日）11 時～15 時 オアシスライブ 
   15 時半～16 時半 キャンドルナイト 
   18 時～18 時半  イルミネーション点灯式          
場所：センター南すきっぷ広場 
※ぷらっとスタッフＴさんのワンコ出演予定で～す！ 

キャンドルナイトではスタッフＡさんの「朗読」が聞け 

るかも(^_-)-☆ 

「ちょっと知っ得！」 
「ぷらっとカフェ」を運営している「Ｎ

ＰＯ法人 りんぐ りんく」が、この度、

なななんと！ 都筑公会堂で「都筑おや

こコンサート」を企画しちゃいました。

それも「おかあさんといっしょ」第 14

代うたのおねえさん「しゅうさえこ」さ

ん、都筑区在住のピアニスト「内田ゆう

子」さんをお迎えしてのハートフルコン

サート。都筑区を拠点に各地で活躍する

「シグネット」さん、そしてポケモン音

頭のお兄さん「中村としや」さんをお迎

えしてのワイワイちびっこコンサート

です。「親子で楽しめるイベントをした

い！」という熱い思いをたくさんの地元

企業や地域の皆様が、あたたかくご支援

くださり、実現にこぎつけた次第です。

コンサート当日、みなさんの笑顔にお会

いできますよう、スタッフ一同  

心から お待ちしておりま～す！ 

 

◆ワイワイちびっこコンサート  

～一緒に歌って踊ろう～  

時間：１５：００開場 １５：３０開演 

 出演：シグネット（パフォーマンス） 

    中村としや（歌 など） 

 演目：ペコリナイト 小さな世界 等 

都筑おやこコンサート １２月７日(日) 都筑公会堂にて開催 

チケット 前売り１０００円 当日１５００円 

  （０歳より１人１枚要） 全席自由 

区役所１階売店、ぷらっとカフェにて好評発売中 

 

～オムツ替え＆授乳スペース 

ベビーカー置き場も 

用意しております～ 



 

 

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 

 

編集後記 先日、次男の幼稚園の運動会がありま
した。普段は言うことをきかないやんちゃ坊主
ですが、運動会でお遊戯やリレーをがんばる姿
はやっぱりかわいいし、それなりに成長した様
子にちょっと感動しました。子供のかわいい時
期を楽しまなくては、と怒ってばかりの子育て
を反省した秋の 1 日でした。（スタッフＳ）  

～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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『ぷらっとカフェ』 
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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） 

 

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つどいの広場で
す。お弁当食べながら、お茶をのみな
がら、おしゃべりしませんか？ 気軽
に育児相談もできます。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。協力費 200 円、 
カード発行料として 200 円、 

（カード再発行料 200 円） 
協力費 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 
・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。 
・電子レンジはありません。 
    ～ ご協力お願いいたします ～ 


