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今月のカレンダー

月 火 水 木

４

休館日
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休館日

７ 開館

１１開館

ちびっこ広場

１２ 開館

子育てアドバイザー

のなんでも相談

１１～１4 時

１３ 開館 １４開館

保育士さんと話そう

１４時～

１８開館

ちびっこ広場

１９開館

保育士さんと話そう

１４時～

２０ 開館 ２１ 開館

２５開館

ちびっこ広場

２６ 開館

子育てアドバイザー

のなんでも相談

１１～１4 時

２７ 開館 ２８ 開館

ちびっこ広場とは・・・

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。

みんなが集まったら、手遊びをしたり、読み聞かせをしたり

天気のいい日は、隣の公園までお散歩に出かけますよ～

(公園に行く時は、ぷらっとカフェを１１時頃出発します)

帰ってきたら、みんなで、一緒に「いただきます」をして

お昼を食べたりします。 一緒に遊んでみませんか？

ちびっこ広場カード （おこさんがシールを貼るタイプ）

ぷらっとカフェオリジナル（有料２００円）もありますヨ

～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。

～保育士さんと話そう～

都筑区子育て支援センター園

の保育士さんが月２回いらっ

しゃいます。

黄金週間（＝ＧＷ ゴールデンウィーク）の時期となりました。

今年もセンター南の空に、ぷらっとカフェのこいのぼりが泳ぎますヨ～

ⓒマダム HIROKO

hama
テキストボックス
  　　　　１７日まで　横浜市こども青少年局からの通達により、広場をお休みします。　　　　　　　　（５月１日現在の予定で）　１８日より通常オープン予定となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご了承ください。



ママさんボランティア紹介 ～第一弾～

ぷらっとカフェには、ママさんボランティアさんにスタッフとしてお手伝いいただいています。

月曜日のちびっこ広場では、公園に連れて行ってくれたり、絵本を読んだり、手遊びをしたり、

プチイベントの中心となったりなどなど、いろいろなところで活躍中です。

この４月お子さんが入園を迎え、何人かのママボラさんが卒業していきました。

ぷらっとカフェでは、ママさんボランティアさん募集中です。詳細はスタッフまで。

＜氏名 子どもの性別年齢 自己紹介＞

簑輪玲子

・女の子、３歳

・趣味は沖縄、お菓子作り、写真整理、幹

事業務です。もうすぐ出産で、ここ最近

は余りスタッフとして働けてなかったの

で、産後はまた頑張りたいと思っていま

す。また、久しぶりに赤ちゃんの母親にな

るので、0 歳児ママさん達と沢山お話出

来るスタッフになれたらいいなと思ってい

ます。よろしくお願いします。

木村淳子

・男の子 １歳１０ヶ月

・ぷらっとカフェに通う様になって一年

半程になります。私にとっては、子育

てに少し疲れた時にホッと出来る場所

です。ママ達の憩の場所に微力ながら

何か出来たらなぁと思っています。ぷ

らっとカフェでお逢い出来るのを楽しみ

にしています。

伊東咲子

・男の子 2 歳

・私にとってぷらっとカフェは、憩いの場

です。同じ悩みを抱えるママ同士で相談

したり、共感しあったりする事で育児の

孤独感から解放され、前向きな気持ち

になれる場所です。そして、お店や病

院、幼稚園などの地域情報なども交換

できとても参考になります。そこで、少

しでも協力したい、みなさんと一緒に頑

張りたいと思いボランティアを始めまし

た。さらに、未来の子供達の為に、地域

活性に貢献できるればいいなと思ってい

ます。

～ちょこっとコラム～

我が家（スタッフＳ）の前の緑道に、野生のアヒル 2 羽とニワトリ 2 羽が住んでいます。

なわばり争いなのか、よく喧嘩をしてアヒルが勝ってニワトリを追いかけています。

どちらも餌をくれる人間を覚えていて、その人が来ると近寄ってくるのです。トリも頭がい

いんですね。驚いたことに、ニワトリは木の上に登って夜を過ごしているんですよ。

夕方、木を見上げてみてください。もしかしたらニワトリが丸くなって寝ているかも・・・

（ちなみにスタッフＳさん＝都筑区在住です（*^_^*）by 編集）



みこたんからのお知らせ！

みなさん，こんにちは！「みんなの子育てタウン 横浜」のみこたんです。

みなさんにかわいがっていただいているこのみこたんのサイト、この

度大幅リニューアルをすることになりました！よりいっそう、みなさ

んに愛されるサイトになるため、時間をかけてリニューアルを行いま

す。そのため、現在の URL（http://y.mikotan.jp/）でご覧いただける

のは 6 月末までとなります。新しい URL については、チラシ等でお

知らせしますのでしばらくお待ちください。また、新しいサイトに対

するご要望がありましたら、ぜひ編集部までお寄せください。

新しい顔でみなさんにお目にかかる日を楽しみにしています！

それではみなさん、またお会いしましょう！

～都筑知ってる！？情報～『花見山遺跡』

川和高校東側に見花山かりん公園があります。

周り一帯は新興住宅地が広がっていますが、30 年ほど前

にこの辺りから約 1300 片の隆起線文土器・200 あまりの

石器（旧石器時代の尖頭器と縄文時代の石鍬）・竪穴住居

の跡と推測される掘り込みが見つかったそうです。調査の

結果、１万 2000 年ほど前に都筑区に人が住んでいたこと

が分かりました。そしてそこは『花見山遺跡（はなみやま

いせき）』と名づけられましたが、地名は『見花山（みは

なやま）』。ちょっとややこしいですが、今日から少し違

った風景に見えるかもしれませんネ。

●○◎ 早くていいのかなぁ？ 我が子の発達 ◎○●

はっきりと首がすわるのが４～５か月。そこから寝返りをうつようになり、７～８ヶ月

でおすわり＆ハイハイ。つかまり立ちは早い子で７か月。伝い歩きから一人で歩くよう

になるのが１才半頃。（これらの発達の時期はおおまかな目安です。成長には個人差が

あります。）体の発達が頭（首すわり）から足（歩く）へと移動しているのがわかりま

すか？ 同じように神経も上から下へと発達していきます。

さて、ここで無理に寝返りをさせたり、座らせたり、立たせたりしたらどうなるか？

大人は日常使っていない筋肉を使おうとすると「痛い」という伝達があり、無理だから

（＝痛いから）やめよう！となりますが、赤ちゃんはまだ脳からの伝達がスムーズにい

かないので、大人の思うがままに、座らせられたり、立たせられたり。。。

その結果、(悪いことには)股関節脱臼や何年かして坐骨神経痛になったりと、辛い思い

をするのは子どもです。早く発達してほしい～ ヨソの子より早く○○できるようにな

ってほしい～気持ちはよくわかりますが、それは大人のエゴというもの。我が子に早く

発達してほしいのであれば、ハイハイするスペースを作る、つかまり立ちをするための

小道具を置いておくなどの大人にしか出来ないお手伝いをしてあげた方がいいかもし

れませんね。直接手をさしのべてばかりいては、大事な神経の発達を妨げることにもつ

ながりかねません。大人のやさしい愛情が、時に我が子にとっては「余計なおせっかい」

になってしまうようですヨ。子どもが小さくても大きくなっても子育ては”うしろから

見守る”ことが大事ですね。



駐車場はありません

横浜市社会福祉協議会の委託を受けて運営しています

発行：おやこの広場『ぷらっとカフェ』
開館日：月・火・水・木（週４日） １０時～１６時
場 所：〒２２４－００３２

横浜市都筑区茅ヶ崎中央 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 徒歩 7 分

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
運 営：～人と街と地域をつなぐ～

ＮＰＯ法人 りんぐ りんく
HP http://www.ring-link.info/
E-mail info@ring-link.info （担当：青柳）

横浜市都筑区
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『ぷらっとカフェ』
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おやこの広場『ぷらっとカフェ』

～利用案内～

妊婦さん、０歳からの子どもと保護者の親子

の広場です。お茶をのみながら、気軽におし

ゃべりしたり、育児相談などもできます。地

域の情報やサークル情報なども掲示してい

ます。

☆初めての方～受付で利用申込書の記入を

し、会員登録をしていただきます。初回は、

カード発行料 300 円+協力費 200 円＝500 円

かかります。

☆２回目～カードと協力費を受付にだして

くださいね。

（カード再発行料 300 円となります）

～利用のお約束～

・ゴミは各自お持ち帰りください。

・離乳食やお弁当の持込は自由です。

・ランチタイム 11 時半～13時半

・電子レンジはありません。

・ドリンクは大人用のみで、セルフサービスです。

・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。

～皆様のご協力をよろしくお願いします～

結婚式場

～ぷらっとカフェのスタッフ募集中～

お気軽にお問合せください。

編集後記：ぷらっとカフェも

早いもので３年目を迎えまし

た。たくさんのママたちが、

通ってくれています。

これからも子どもたちが元気

に育つために、ママたちを応

援していきたいと思います。

（スタッフＡ）


