
 

 

 

 

 

 

 

今月のカレンダー 
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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。 

    

２３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。お外にみんなで遊びに行ったりも

します。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。  

冬到来！ クリスマスに お正月と イベントが目白押し！ 

みなさ～ん 暴飲暴食に注意いたしましょう。 

 

 

 

休館日 

イラスト マダムＨＩＲＯＫＯ 

年末年始の休館日 

１２月２６日～１月６日 

 

休館日 

ちびっこ広場 お休みのお知らせ 

１２月２４日 １月７日  



 

 

 

 

スタッフ紹介：藤井和子（ふじいかずこ） 

昭和５６年次男が生まれる年に 

緑区池辺町に移り住んで以来、 

ニュータウン内を転々として 

いましたが、今は葛が谷に落ち 

着いて 15 年になります。 

地域で民生委員・児童委員を 

やっています。 

子育てが一段落した、 

40 歳で「歌」を復活・ 

50 歳で「卓球」を始め『老後の楽しみ』はバッチリです。

ぷらっとカフェには月１回水曜日におりますので、 

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！ 

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～ 
１２月１９日（金）１１時～ 
「栄養士さんと話そう！」 

～離乳食について～ 
保健センターから栄養士さんがいらっしゃいます 

【料金】無料です。お気軽にどうぞ。 
   
 

～今月のイベント～ 

 
１２月１６日（火）１３時～１４時半 
「歯のことなんでもきいちゃお！」 

  ～小児歯科医の山田先生をおむかえして～ 
【料金】無料です。 

歯に関することなんでも質問どうぞ。 
質問予約可。スタッフまでどうぞ。 

～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。 

イベントは、時間・内容など、断りなく変更する場合が

ございます。ご了承ください。 

毎年１２月２２日頃が冬至（今年は２１日）にあたり、一年で最も昼が短く、夜

が長い日。このころから、次第に寒さも本格的になり、人々は冬をすごすための

準備や、食糧の保存に、本格的にとりくまなければならない時期なのです。冬至

にかぼちゃを食べるという習慣は、野菜が丌足しがちなこの時期に、ビタミンや

カロチンを摂取するという合理性があり、昔の人は「冬至までとっておいたかぼ

ちゃを食べると魔除けになる」と言っていたそう。この日、柚子湯に入ると風邪

をひかない、という言い伝えもあります。柚子の香りのお湯にゆっくりつかるこ

とでリラックスし、体も温まります。（肌の弱い方は気をつけて）肌を引き締め

強くする作用もあるので、厳しい寒さに負けない体作りのための現代にも十分通

用する昔の人の知恵といえます。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆～だんごじるをつくろう～ 

冬至といえば、かぼちゃ。かぼちゃの入ったほうとうでほっかほか。

日時：1２月８日(月）１0 時～1４時位 

場所：鴨池公園まんまる広場    参加費：100 円 申込丌要 

持ち物：ほうとうに入れる野菜、おわん、おはし 

お問合せ先：０９０－５１９１－０６３８（にしだ） 

日時：1２月１４日(日）10 時半～1２時 

 もち１パック２００円（先着 200 パック なくなり次第終了） 

※ぷらっとカフェのスタッフＡさんとＯさんも協力予定。 

昔ながらの杵と臼でのおもちつきを是非見に来てくださいね。 

 

 
こんにちは。わたし「みんなの子育てタウン 横浜」のイメージキャラクター みこたんです。 

えっ それなにって？ 「みんなの子育てタウン 横浜」は、横浜北部の都筑・青葉・港北・緑の４

区の子育て情報を携帯で見られるサイトです。（このページ下部の QR コードを読み取ってね）まだま

だ生まれたてのサイトです。あまり知られていないし、情報も多いとはいえないので、是非是非みな

さんの手で大きく育ててくださいね。 

内容を一部ご紹介すると～ 

○お友だち回覧板－ご近所のママたちのインタビューをリレー形式でつなぐという企画です。「得意な

こと」「好きな場所」など。スタートしたばかりですが、都筑区のまわりはＮＩＪＩ組、青葉区はＳＯ

ＲＡ組という地域名がついていて、ママたちが登場しています。 

○口コミ駅ノート－身近な駅を中心に、「こんないいお店あります」「この病院はいいです」という情

報を紹介するページです。毎週特集駅が変わります。お気に入りのレストラン、子どもが喜ぶ公園な

どぜひ紹介してくださいね。 

他にもいろいろ情報あります。もちろん『ぷらっとカフェ』のイベント情報なども載っています。 

ぜひ一度遊びに来てネ。待ってるにゃあーん☆ 

携帯で広がる横浜子育てライフ 
ＱＲコードでＧＯ！ 

「ちょっと知っ得！」 

子どもは可愛いけど子育てが

辛い」と感じたことはありませ

んか。それは「母親だけが１人

で子育てしている」ことに辛さ

の根本があるんです。アフリカ

の古いことわざで「１人の子ど

もを育てるのに村中全員の力

が必要」と言われるくらい、多

くの係わり合いが必要丌可欠

なんです。まずは「ぷらっとカ

フェ」でお茶しながら息抜きし

ませんか。「辛い」と感じたと

きこそ出かけてみてください。

特に午前中は空いてますので

「スタッフいじり」にも最適で

す（笑）。 



 

 

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 皆さんはお取り寄せってしてます
か？私は数年前からささやかな自分へのご褒美
として一年の終わりのこの時期にお取り寄せを
楽しんでいます。毎月買っている雑誌の「芸能
人お取り寄せ」コーナーの切り抜きをせっせと
集め、その中からこれだと思う一品を選んでい
ます。今年はまだ未定です。おすすめの一品が
ある方、ぜひ教えてくださ～い。（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』 
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单駅下車 

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 ～ 


