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通 信 ６ 月 号

今月のカレンダー

月 火 水 木

１ 開館

ちびっこ広場

カラーセラピー

予約開始日

２ ３ 開館 ４ 開館

保育士さんと話そう

１４時～

８ 開館

ちびっこ広場

９ 開館

子育てアドバイザー

のなんでも相談

１１～１4 時

１３ 開館 １１ 開館

１５ 開館

ちびっこ広場

１６ 開館 １７ 開館

お話し会

おはなしハンモック

１１時～

１８ 開館

２２ 開館

ちびっこ広場

２３ 開館

子育てアドバイザー

のなんでも相談

１１～１4 時

２４ 開館 ２５ 開館

２９ 開館

ちびっこ広場

３０ 開館

カラーセラピー

１０時～(要予約)

保育士さんと話そう

１４時～

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

～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。

2 日 横浜港・長崎港開港記念日 1858 年（安政 5）年に締結された
日米修好通商条約により、翌年のこの日 開港しました。
1582 年（天正 10 年）旧暦ですが、本能寺の変がおきた日でもあります。

イラストⓒマダム HIROKO

～子育てアドバイザー

のなんでも相談～

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。

３０日 カラーセラピー（午前中）

今の私は何色？ どんな色を身につければ元気に
なれる？ マンツーマンでのセラピーを受けてみ
ませんか。ひとり１５分。５００円。
完全予約制。先着８名。

（来所＆電話にて１日より受付開始）

休 館



ママさんボランティア紹介 ～第二弾～

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。

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（敬称略） 子どもの性別年齢 自己紹介＞

中山 裕子 （なかやま ひろこ）

・女の子、ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝごっこが大好き４歳

ｷﾑﾀｸと同じ誕生日１歳５か月

・ママボラ歴１０か月です。長女出産前に

幼児と英語を使って遊ぶ仕事をしていた

経験を活かし、ちびっこ広場ではマザー

グースの英語手遊び、また、TV『にほん

ごであそぼ』のまねっこして「あいうえお

体操」・・・なんて唄遊びもしています。マ

マ達も子ども達に負けず、全身使って英

語＆日本語の手遊び唄で一緒に遊びま

せんか？

ちょっと抜けたマイペースなママボラです

が、どうぞ宜しくお願いいたします。

堀 みのり （ほり みのり）

・男の子、2 歳５か月

・電車とジャンプが大好きな息子とけん玉が得意

だったと言うだけあって、意外に魅せる旦那と３

人家族です。

４月から新しい事を始めてみたいと思い、以前か

ら気になっていたママボラを決めました！

子どもが０歳の時からお世話になっているので、

ぷらっとカフェで知り合えたママ友もいます。これ

からもたくさんの人と触れ合える場所で、私もお

役に立てる用に働き、楽しみたいです。

駒崎 美希 （こまざき みき）

・男の子、2 歳１か月

・興味を持つと即実行！

新しい事や人に出会うのが大好きです。

ボランティアを通じて、色々な経験が

出来るよう頑張ります。

～ちょこっとコラム～

新聞の日曜版に「就学前の子と読みたい絵本」と題した特集がありました。10 位ま

でのランキングの上位に、かつて「就学前だった」高校大学の息子らに、100 回？は

読み聞かせただろう絵本も紹介されていたので、当時の思い出がフラッシュバック！

「私のひざを奪い合うようにしてたっけ」なんて昨日のことのよう。この思い出があ

るから、どんなに憎まれ口をたたかれても親としての自信を失わずにいられます

（笑）。 記事の中にも「読み聞かせに知育を期待する声もあるが、短絡的な効果を

期待してはダメ。豊かな時間を過ごし、ほっとする家族関係を育むことが何より大事」

とあります。パパにもぜひ薦めてみてね。「息子らにこの絵本は大ウケだったよなぁ」

と、結婚 20 周年目の夫婦の会話も弾んでいる我が家です。

ネッシー 路面電車 ケーブルテレビ

おまわりさん ＵＦＯ 住宅 雷 みそ

測量 熱気球記念 かえる 踏切 日記

ニワトリ 星の王子様 スーパーマン

ボウリング 暑中見舞い 成層圏発見

雨漏り点検 恋人 ユリシーズ 麦とろ

すべて今月の記念日です。



～都筑知ってる！？情報～『淡島神社』

第三京浜港北インター近くに、日本でも数少ない女性が祭神の

淡島神社があります。女性が祭られているということで、毎年

３月３日ひな祭りに例大祭が行われます。その昔、近所に住む

重郎左衛門が山掃除に入った際、白衣の老人に出会い腰の痛み

を話すと、淡島神社で祈願すれば治ると言うと、風のように消

えてしまいました。そこで老人の言う通り祈願すると全快した

といいます。それ以来、病気回復祈願のため、参拝する人が多

くなったということです。また折れたり曲がったりした針を豆

腐にさす針供養もやっているそうです。

皆さんの住んでる町の神社には、どんな昔話がありますか？

●○◎ あせも（汗疹・かんしん）の話 ◎○●

あせもは、多量に汗をかいたあとに汗管（かんかん）が詰まって発症する疾患です。

赤ちゃんから大人まで、誰でもがいつでも発症しますが、なぜ夏期に赤ちゃんに多く発症

するのでしょうか？ それは赤ちゃんが自分で汗を拭くことが出来ないからです。

あせもを防ぐには、汗をかきっぱなしにさせないことが大事！

汗をかいたら、こまめに濡れタオルで軽くたたくようにふき取ってあげてください。

入浴は、あまり長時間湯船につかると、体温を上げてしまい、更に汗をかき、あせもを助

長することにもなりかねませんので、夏は、体温上昇の少ないシャワーもおすすめです。

もし、あせもが出来てしまったらどうするか？ 素人判断でローションやベビーパウダー

などをたくさんぬってしまうと、体の汗管を閉塞してしまい、感染症を起こす（必ずしも

おこるわけではありません）ことがあります。なるべく何もつけず、自然にする事が大切

です。

まずは、あせもを作らないように、室温は高くないか？ 厚着をさせていないか？

いま一度、まわりをチェックしてみてくださいネ☆

●○◎ 小さな子どもを連れての食事のマナー ◎○●
子どもと一緒に、自宅以外で食事をすることって多いと思います。お友達の家、親戚の家、ぷ

らっとカフェ、ファミリーレストラン etc… 皆さん食事のマナーは、どうされてますか？

勿論、赤ちゃんは予期せず泣くし、言葉が通じず自我が芽生える 2 歳前後の幼児は何が言いた

いのかわからないし、4、5 歳になると動きも活発で言葉はわかってるくせに、いうことをきか

なくなってきます、ましてや自宅と違う環境下での食事、子どもだって落ち着きませんね。

まずは、親子一緒に「いただきます」「ごちそうさま」の挨拶をしてみませんか？ この挨拶

の間は、食事の時間だよということを繰り返し伝えていきましょう。

そして食後は、食べこぼしをそのまま放置せず、きちんと拾い、汚したテーブルをさっと拭く

など、できる範囲で片づけておく親としてのマナーも忘れずに。

『ぷらっとカフェ』での新型インフルエンザ対応による休館日について

横浜市より休館の要請、もしくは諸処対応が示されたら、通達に準じて対処する予定です。

今日までやっていたのに明日から突然休館ということも十分ありえます。ご承知おきくださいませ。

感染を拡大させないために～必要のない外出は控え、外出したらうがい、手洗い（石鹸使用し 15 秒以上）忘れずに。

あなたの知ってる

「都筑の情報」

ぜひ教えてください！

通信で紹介します！



～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 ホテルアトラスとなりのビル）
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

社会福祉協議会

都筑警察署

都筑中央公園

案 内 図

ＮＡＳ

港北東急

都筑郵便局

都筑区総合庁舎

『ぷらっとカフェ』
ホテルアトラス

となりのビルの 6F

遊歩道

昭和大学

横浜市

北部病院

至
あ
ざ
み
野

至

横
浜

横
浜
市
営
地
下
鉄

セ
ン
タ
ー
南
駅

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よ。

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：私が自慢できる数少ない

ことのひとつに「人との縁に恵まれ

ている」ということがあります。

私がここのスタッフになったのは息

子の友達の母との縁。そして出会え

た楽しいスタッフの皆さん。そして、

ここにいなかったら出会うことがな

かったかもしれない素敵なママたち

とかわいい子どもたち。これからも

ぷらっとでのたくさんの出会いを大

切に・・・そして楽しみにしていま

す。（スタッフＡ）

mailto:info@ring-link.info

