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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。 



３月３１日、４月１日は 臨時休館とさせていただき
ます。ご了承ください。 



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。 

一緒に遊びましょ！ 

詳しくはスタッフまで 

©マダム HIROKO  

 

休館 

休館 休館 

『ぷらっとカフェ』が、広報よこはま都筑区版３月号

に紹介されます。みてくださいね～ 



 

 

 

 

 

イベント情報  
◆「みんなで作ろうこいのぼり！！」週間 ３月９日～３月１９日 

ＧＷ中開催される、恒例のセンター南の春まつりにて、すきっぷ広場に展示します。 

みんなで おっき～い こいのぼり 一緒に作ってみませんか？ 

みんなの手型、足型をこいのウロコにみたてて、スタッフがこいのぼりに作り上げます。 

センター南の空に、みんなのこいのぼりを泳がせよう～ 

◆「ぷらっと美クス」 夢スタジオにて出張ぷらっとカフェ開催 
  名づけて「プラビ！」 お子さんとのスキンシップも兼ね、日頃の運動不足解消のために、親子で

エクササイズ(運動)しませんか？ 月齢にあわせた４つのクラスをもうけました。 

ぜひご参加をください。 

２月２３日(月) Ａ  ベイビーキッズ 10：15～11：00（受付 10:00～） 

              しっかりハイハイ～よちよち歩きまでのあかちゃんとママ  

  Ｂ  キッズビクス   11：30～12：15（受付 11:15～） 

             しっかりあんよ～未就園児までのお子さんとママ 

 ３月９日（月） Ｃ ベビービクス プライマリー 10：15～11：00（受付 10:00～） 

             １か月検診後～寝がえりまでのあかちゃんとママ 

Ｄ ベビービクス エンジョイ 11：30～12：15（受付 11:15～） 

               寝返り～ハイハイまでのあかちゃんとママ  

定員：各親子 20 組  料金：千円  申込：電話または来所にて受付中 
場所：都筑の文化 夢スタジオ（中川中央 1-9）   
持ち物：動きやすい服装 着替え 親子の飲み物 汗ふき用タオルなど 

スタッフ紹介：松浦薫（まつうらかおる） 

結婚してまだ１年半の新婚です。 

子どもはいませんが、 

広場の子どもたちの 

かわいい笑顔に 

毎回癒されまくりです。 

趣味はテニス！ 

体を動かすことがダイスキです。 

この春からミナモのテニス 

スクールに通うことになりました。 

まだまだわからない事だらけですが、 

スタッフや、広場のみなさんに助けられてがんばっていき

ます。よろしくお願いします。 

◆ママたちによる 親子のためのミニミニコンサート（仮題） 

３月２６日（木）１１時～１２時 料金：親子１組 800 円 定員：親子 20 組 

 ２日 10 時より電話または来所にて受付（当日支払） 

場所：都筑の文化 夢スタジオ  

『ぷらっとカフェ』のママボランティアさんによる吹奏楽やりた～いという企画が、ミニコ

ンサートをうみました。プチリトミックや、フルートの生演奏（アンパンマンのマーチなど）

会です。子どもが泣いても気にしないで！ ＢＧＭ感覚でお聞きくださいネ。 

各イベント内容は、予告なく変

更する場合がございます。ご了

承ください。詳細はスタッフま

でお問い合わせください。 

～広場のスタッフ募集～ 

お気軽にお問合わせください。 



『ぷらっとカフェ』からの大事なお知らせ 

４月から開館日が変わります。月曜～木曜 の週４日間 １０時～１６時までの開館といたします。 

（金土日祝祭日はお休み 他 ＧＷ 夏休み 年末年始休み 臨時休館日あり） 

それにともない 現在、水曜開催のちびっこ広場を →「月曜」に変更します。 

新規カード発行料 カード再発行手数料が３００円になります。 

みなさまのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～地域のイベント情報～ 

『つづき人 交流フェスタ』 

日時：3 月 1 日（日）10 時～15 時 
場所：都筑区総合庁舎１階 
都筑区内の市民活動団体や、趣味のサークルが集
まって、個々の活動を紹介する場です。 
親子参加のできる体験コーナーや手品、ダンス、
音楽などが楽しめる参加型体験コーナーもあり
ます。パネルではたくさんの団体の紹介が 

されていますよ！ 
ぷらっとカフェのスタッフも ぷらっとカフェ
以外での活動を紹介しています(^_^;)。 

◆「こんにちは赤ちゃん訪問」 

始まります！ 

 

横浜市では21年1月以降に生ま

れた赤ちゃんがいるすべての家

庭を対象に開始します。生後４か

月までに、地域の「こんにちは赤

ちゃん訪問員」が訪問し、玄関先

などで子育てに関する情報など

を載せた冊子や、地域独自の子育

て情報を提供します。育児丌安の

軽減を図りながら、地域での日常

的な交流のきっかけづくりとな

どを行います。訪問員は、地域で

活動している民生委員・児童委

員・子育て支援事業の経験者など

で、市長の委嘱を受け、研修を受

け、訪問の際には、「訪問員証」

を携行しています。 

 

 

 

◆絵本紹介 

『おねえさんになったの』 

文：ジョアンナ・コール 絵：マクシー・チェンブリス 

訳：溝井 正美（みぞい まさみ） 

きょうだいが生まれた家庭で、おねえさんになった子どもの

気持ちを正面から受け止めた絵本です。『ぷらっとカフェ』

で読んでくれたお母さんが「あとがきを読んで自分自身も感

動しました」と話してくれました。 

訳者は、都筑区在住で、スタッフ A さんがお世話になって

る溝井さんです。 

センター南駅前文教堂で販売もしています。 



 

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 

 

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。 
２００９年３月までは、 
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 

２00 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 ～ 
 

編集後記 年があけたと思っていたら、あっという間に三
月。三月は卒園式・卒業式の季節ですね。子どもたちも大き
くなったなぁと親としての喜びにひたっていたのも束の間、
入学式や進級の準備に大慌てです。今年から幼稚園となれ
ば、園で使う袋を手作りしている方もいらっしゃるでしょ
う。新しい世界へ飛び立つ我が子に愛情こめて・・・ 
大きくなるにつれて外で過ごす時間がどんどん増えます。 
だからこそ家庭はいつも暖かい場所であるようにしたいな
と思います。（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） 

 


