
 

 

 

 

 

 

 

今月のカレンダー 

月 火 水 金 

２ 開館日 

 

3 開館日 

子育てアドバイザー 
のなんでも相談 
１１時～１４時 

保育士さんと話そう 
１４時～ 

4 開館日 

ちびっこ広場 

6 開館日 

 

9 開館日 10 開館日 

 

11 開館日 

 
13 開館日 

 

１6 開館日 

かたらんらんの 

お話し会 

１１時～ 

１7 開館日 

子育てアドバイザー 
のなんでも相談 

１１時～１４時 

１8 開館日 

ちびっこ広場 

 

20 開館日 

 

 

23 開館日 

 

 

24 開館日 

 

25 開館日 

ちびっこ広場 

保育士さんと話そう 

１４時～ 

２7 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。 

    

 
２月１１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ったりします。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。  

～詳しくはスタッフまで～ 

如月、絹更月、衣更月、草木張月、来更来、気更来、 

梅見月、木目月、2 月の別名です。 

 

 

 

イラスト マダムＨＩＲＯＫＯ 

休館日 

～今月の行事～ 

節分（年の数だけ豆を食べ、一年の無病息災を祈ります） 

針供養(裁縫の上達を祈願します 2 月 8 日は裁縫の「事始め」です) 

バレンタインデーもありますね 2 月の花は水仙 誕生石はアメジスト 



 

 

 

 

 

スタッフ紹介：齋藤知子（さいとうともこ） 

小６長男・小４長女・小１次男の 

三人の子持ちの母です。子育ても一段落し、ホッとした

のもつかの間、難しい年頃になったせいか 長男と 

ぶつかる事が多くなって 

きました。小さい時は、 

トイレまでついてきたくせに～ 

そんな私は、ぷらっとカフェで 

かわいい子どもたちと接して 

とても心が癒されてます。 

よろしくお願いしまーす。 

～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～ 

～今月のイベント～ 

 ２月１６日（月）１１時～ 
「かたらんらんのお話会」 

【料金】無料です。 

今月はどんなお話し会になるかな？ 

お話だけでなく、手遊びなどもありますよ。 

「かたらんらん」さんは、地域でお話し会を 

  開いているグループです。 

 

～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。 

ぷらっとカフェ イベントの様子 ～あかちゃんからのリトミック～ 

リトミックの入門編ということで1月20日行われました。外は寒いけど、室内は超ホット！ 

２６組の親子連れで、ボルテージは最高潮！ 電子ピアノの生演奏で楽しいリトミック講座

となりました。ママたちの軽いエクササイズにもなったようです。いい汗かいて一石二鳥☆ 

いつもとは違うぷらっとカフェで、いい気分転換ができたでしょうか（*^_^*） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地域のイベント情報  

☆『開幕ダッシュ 横浜熱闘フェスタ２００９ 

 ～地下鉄に乗ってスタジアムに行こう！～』☆ 

日時：2 月 21 日（土） 11 時～15 時 

場所：センター南駅前 すきっぷ広場（雤天時：センター南駅構内） 

地元横浜のスポーツチームを応援するイベントです。 

横浜ベイスターズ、横浜Ｆ・マリノス、横浜ＦＣをみんなで応援しよう！ 

ぷらっとスタッフＡさんが司会で、ぷらっとスタッフもお手伝いします。 

3 チームのマスコットの他に、セン南ちゃんも登場しますよ＼(^o^)／ 

    

◆地域のイベント情報  
☆ひな祭りウィークリー 

日時：２月 1７日(火）～３月３日(火） 
会場：都筑民家園 
お問合せ：594-1723  
明治～平成のおひなさま つるし飾りの展示 

   各時代のおひなさまが勢揃い！  
ぜひ一度ごらんくださいね。 

 
 
 

◆「ちょっと知っ得！」 ～2009 年のラッキーカラー～ 

人に与える影響がとてもあるのが「色」です。色は人の性格や運命までもか

えてしまう魔法があるようです。お金もかからないしね。今年は活動するこ

とによって運勢を変えていく年です。そのときに力になってくれるのが「ゴ

ールド」「黄色」。行動によって金運も引き寄せます。迷っていたらまず行動！

「桃色」「オレンジ」「ベージュ」「緑」自然に近い色合いもいいようですね。

「私はこの色似合わないから・・」と思っているあなた。全身に使わなくて

もポイントでもいいんですよ。携帯やお財布にゴールドを持ってくるとか。

自分自身の目に入ってくることが大切なんです。思い切って今年は新しい色

に挑戦してみてはいかが?  みんなでいっぱい幸せになりましょう(*^_^*） 

◆ご近所の区をちょっとのぞいてみよう！ 

「港北区」新横浜のある港北区は、今年で区制 70 周年をむかえました。 

都筑区は 1994 年に 11 月 6 日港北区から分区しました。 

港北区のキャラクターは「ミズキー」という かわいい妖精です。 

港北区の木、ハナミズキからとった名前だそうですよ。 

都筑区は「区の木」として ヤマモミジ、ヤマザクラ、コナラ、シエ、 

サルスベリ、モクセイ、ウメが平成 11 年 11 月に制定されました。 

都筑区民の歌として「都筑音頭」「夢のつづき」の 2 曲が制定されています。 

都筑区の平成 21 年 1 月 1 日現在の推計人口は、195,021 人。 

横浜市全体では 3,654,427 人です。 

～珈琲豆知識～ ちょっと一息  
ぷらっとカフェでもおなじみのコーヒー 

今日のコーヒーはどの国の豆かな？ 

世界のコーヒー原産地： 

ブラジル連邦共和国（世界第一位） 

 インドネシア共和国 メキシコ合衆国 

 エルサルバドル共和国 グアテマラ共和国 

コスタリカ共和国 コロンビア共和国 

ペルー共和国 ホンジュラス共和国 

エチオピア連邦共和国 

 
 



 

 

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 最近、子犬を飼い始めました。名前は「ミッキー」。

男の子で５か月です。犬の成長は、日に日に早く、見ていると

驚くばかりです。私が幼少の時、母に「犬を飼いたいの」と話

をすると、母は「大変だから駄目」と言っていたことを思い出

しました。その意味がやっとわかりました。犬を育てていると

子育てと似ています。しつけにトイレトレーニング、そのほか

にも色々ろあります。大変なこともあるけれど、可愛いミッキ

ーに出会えたことで家族皆が毎日癒されています。（ｽﾀｯﾌＨ） 

～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） 

 

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親子のつどいの
広場です。気軽におしゃべりしたり、
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。 

・ドリンクはセルフサービスです。 

    ～ ご協力お願いいたします ～ 


