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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。 



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。GW は、カレンダー通りで、 
5/5 まで休み、5/6 より通常開館します。 



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。 

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 

  開館日が、月～木に変わります！ 

 



 

 

 

 

 

～地域のイベント情報～ 

◆「みんなで作ったこいのぼり」 
恒例のセンター南の春まつりにて、すきっぷ広場で泳ぎます。 

今年は４月２１日頃からの展示予定。去年よりも一段と大きく作ったこいのぼり～ 

みんなで見に来てね！ 

 

センター南の春まつり ～みんなのこい みんなこい～ 

駅前広場（すきっぷ広場）を中心に地域の人たちと 

商店街とのコミュニケーションとして行われ、毎年 

開催されています。寄贈されたたくさんのこいのぼ 

りが、センター南の空を飾ります。 

 ５月３日（日） ４日（月） 

 

◆「こどものダダに困ったら・・・」 

「なんでもヤダヤダ」の「魔の２歳」で称される第一次反抗期。子どもにとっては大切な成長カ過程…

と頭じゃわかっていてもヘトヘトになりますよね。だからこそ、親にとっては「子どもとの接し方、叱

り方」などを試行錯誤していく時期…と、ある意味腹をくくり、みんなで修行しましょう（笑） 

 

たとえば「子どもが嫌だと言う言葉を反復してあげる」テクを使ってみる…とか。「気持ちをわかって

もらえた」と感じて、素直に「ウン」と…え？ならない？じゃ～選択肢を与えてみたら…「どっちもヤ

ダ～」で玉砕（爆）。いえいえ、すぐに諦めないで、別の場面でまた試してみてください。 

「甘えたい」ホンネが隠れている場合は、ママに十分相手をしてもらいながら気分をリセットできる場

合もあるし。 

 

とはいえ、何でもかんでも子どもの要求に応える必要はなくて、無理過ぎる要求は「がまん」してもら

おう！「泣いてていいから、がまんしようね」と声かけして見守ってみる…とか^^;  

「待つこと」は子育ての大切なキーワード。頭ごなしに否定しないで、まずは意見を聞いてあげた上で

反論（ママの意見を）するなら、子どもでも納得がいく…かも。 

 

ただ、ママの方が「もうヤダ～！」と叫びたくなってしまう事だってあるよね～。そんな時はパパや周

囲の人に甘えたり、「ぷらっとカフェ」でグチこぼしながら、ボチボチいきましょう～。 

 

～広場のスタッフ募集～ 

お気軽にお問合わせください。 

花粉症一口メモ 

“花粉温度計”ってご存じですか？ 

1 月 1 日からの最高気温を積算したものです。そ
れが 350 度になると、花粉が飛び始めるといわれ
ていて、750 度になる頃が、花粉のピークだそう
です。3 月 18 日現在、875.5 度。どうやらピーク
は終わった模様。まだまだ辛いですが（*^_^*） 

『たけのこ』 春の味覚を代表す

る食材。成長が早く。１０日（旬

内）で竹になるといわれるところ

から「筍」の字があてられました。

旬は４～５月。孟宗竹は３月中旬

～５月ごろ。淡竹がそれに続き、

真竹や根曲がり竹が５～６月頃

出回ります。旬となる地域はいわ

ゆる「たけのこ前線」となって南

から北上していきます。 



『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 夏休み 年末年始休み 臨時休館日あり） 

ちびっこ広場が →「月曜」に変更になります。 

新規カード発行料 及び カード再発行手数料が３００円になります。（初回は５００円かかります） 

みなさまのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ご近所の区からこんにちは！～ 
お隣の青葉区には「アートフォーラムあざみ野」という施設があります。あざみ野駅から徒

歩 5 分、清潔感あふれる建物です。この施設には男女共同参画センター横浜北と横浜市民ギ

ャラリーあざみ野という２つの顔があります。前者は、男女が共に社会の中で自分らしく生

きる方法を考えるための「女性のためのパソコン講座」や「健康スタジオ」などを催してい

ます。後者は、市民が自由に楽しむスペースとして、「ダンス教室」や「子どものアトリエ」

などの講座やイベントを開催しています。事前予約制・有料の保育室もあり、親子が安心し

て過ごせます。きれいな館内で休憩や食事を楽しんだり、展示されている絵画を見たり、子

育てママたちの待ち合わせ場所にもなっています。都筑区からは地下鉄で 10 分ほど、近所

なので是非一度遊びに行かれては。 

住所：横浜市青葉区あざみ野南 1-17-3  

男女共同参画センター横浜北  電話：045-910-5700 

ホームページ：http://www.women.city.yokohama.jp/ 

横浜市民ギャラリーあざみ野  電話：045-910-5656 

ホームページ：http://www.yaf.or.jp/azamino 

子育て情報携帯サイト「みんなの子育てタウン 横浜」にも記事があります。 

http://y.mikotan.jp/m/institution/detail.php?id=41 のぞいてみてね！ 

携帯で広がる横浜子育てライフ 
ＱＲコードでＧＯ！ 

◆都筑知ってる！？情報  『堰の元地蔵尊（子育て地蔵）』 

みなきたウォークの中間辺り、早渕川のそばに「子育て地蔵」があるのを知って

いますか？ 享保の頃よりこの地域一帯で信仰を集めていた、通称「堰（せき）

のお地蔵さん」。地蔵菩薩は、すべての人間を救うことを仏に委ねられた菩薩だ

そうです。子育て地蔵ともよばれ、お宮参りや七五三のお参りの際に家族一同で

参詣したとのこと。お散歩がてら、お参りしてみてはいかがでしょうか？ 

お地蔵様に手を合わせると不思議と落ち着きますよ～(*^。^*)。 



 

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。 
カード発行料として３00 円、 
カード再発行料３00 円 

お願いします。 
（初回は、発行料+協力費 

５00 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 今年も花粉症のシーズン到来。私は長い間戦って

ますが、これまたなかなかの強敵で毎年泣かされています。

花粉症のママさん！ お外に出るのがつらくてオウチで子

どもとイライラ煮詰まってませんか？ ぷらっとにきて、お

しゃべりしながら、ハーブティもでも飲みませんか？ 

お待ちしてまーす☆（スタッフＭ） 

～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） 

 


