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今月のカレンダー 

月 火 水 木 

２ 開館 

ちびっこ広場 
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４ 開館 

保育士さんと話そう 

  １４～１６時 

５ 開館 

 

９ 開館 

かたらんらんの 

お話会 

   １１時～ 

１０ 開館 

子育てアドバイザー 

のなんでも相談 

  １１～１4時 

１１ 開館 １２ 開館 

 

１６ 開館 

ちびっこ広場 

 

１７ 開館 １８ 開館  

 

１９ 開館 

子育てアドバイザー 

のなんでも相談 

  １１～１4時 

２３  

 

２４ 開館 

子育てアドバイザー 

のなんでも相談 

  １１～１4時 

２５ 開館 ２６ 開館 

保育士さんと話そう 

  １４～１６時 

３０ 開館 

ちびっこ広場 

 

   

ちびっこ広場とは・・・ 
（ぷらっとカフェでは外遊び支援をしています） 

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 
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 
  帽子、水分など お持ちください ) 

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 もありますヨ（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３００円 

編み物が恋しい季節になりました。昔はセーターなどガンガン編んでましたが、

育児に追われ、最近では小物中心の編み物ライフです。美味なハーブティーを 

飲みながら、今宵も編みますヨ～☆  My ストレス解消法也。 

 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。 

～予定はお断りなしに変更する場合があります～ 

 

休館 

休館 

～かたらんらんのお話会～ 

恒例になりましたお話会。今月はどんな

手あそびが飛び出してくるか楽しみです

ね。無理にじっと座って聞くことはありま

せん。お話や遊びに自然に興味を持って

ほしい！私たちは そう願ってます。 

荒天などにより、警報が発令された場合は、断りなく 

休館いたします。あらかじめご了承くださいませ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

皆さん「毎日疲れがとれない～」「何とな～く風邪気味～」といった症状はありませ

んか？ お薬を服用するのは最後の手段にとっておいて、まずは自分でできる簡単

リフレッシュ法はいかが？ 足つぼマッサージも効果的ですヨ。 

足の裏のほぼ中心。足裏を丸めてみたときに一番へこむところが 「湧泉」というつ

ぼです。全身の疲労回復・元気が出るつぼです。ここをよくもみほぐしてください。

また、首の後ろには「邪門」というつぼがあり「風邪が入る門」と呼ばれています。

首回りを冷やさないというのはあながち嘘ではありません。ちょっと寒かったら、

スカーフやストールで首回りをあったかにしてあげてください。 

心も身体も、いつも前向き元気でおすごしくださいネ♪ 

【材料】 約８個分 

さつまいも・・中１本（約 200ｇ) 

バター・・・・・・１０ｇ   

砂糖・・・・・・・１０ｇ 

牛乳・・・・・・・大さじ２ 

片栗粉・・・・・・大さじ１ 

白玉粉・・・・・・２０ｇ 

      （なくてもＯＫ） 

ハチミツ・・・・・適量 

（お好みで 

1 歳未満にはあたえないこと） 

１．さつまいもの皮をむいて１㎝の角切りにします。水にさらし、水

切りし、耐熱皿にうつし、ラップをかけ、レンジ（５００Ｗなら）

で５分チンしましょう。 

２．熱々のうちに、バター砂糖を入れて、マッシュします。 

３．白玉粉、片栗粉を加え、牛乳を少しずつ入れながら練ります。 

ある程度混ざったら手でこねましょう。 

４．成形します。おやき状に平べったくしてみましょう。 

  ☆熱いのでヤケドに注意しながら、作業しましょう。 

丸いお団子を作ってみたり、大人が作ったお団子を掌で平らに 

つぶすなど、親子で色々な形を作って、楽しんでみては！ 

５．フライパンをあたためて、油(分量外)をひき、並べて両面焼きます。 

６．焼きあがったら、クッキングシートに取り、余分な油を切ります。 

  アツアツにハチミツをかけたら出来上がり～ 

     （そのまま食べてもおいしいですよ） 

マダム HIROKO ～秋の簡単リフレッシュ～ 

 

ＮＰＯ法人 りんぐ りんくの子育て連続講座 

ハマママ プロジェクト 新型インフルエンザ対策のた
め、当面中止させていただきます。ご了承くださいませ。 

親子でクッキングの日 なーんていいですね 

～出張ぷらっとカフェ inあそびの広場～  

都筑区川和町の主任児童委員が主催している、つどいの広場です。近隣の方はもち

ろん地区を限定してませんので、是非一度お越しください。 

毎月第４火曜日 10時～11時 45分まで。入場無料。赤ちゃん会を卒業した年齢か

ら就園前の親子が中心です。次回は出張ぷらっとカフェを開催します。ぷらっとカフェ

おなじみのスタッフさんが楽しくリトミックを教えてくれます。ぜひおこしください。 

 

日時：11月 24日（火）10時～11時 45分   場所：川和福祉会館  会費：無料  

内容：リトミックで遊ぼう ～ハーブティーとお菓子でリフレッシュ～ 

お問合せ 川和地区主任児童委員 木村 090-4007-3327 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

●○◎ なぜか都筑で阿波踊り ◎○● 
都筑区内のイベントで、ここ２～３年「そういえば見かけたことがある」人もいらっしゃるかもし

れません。実は、子育ても一段落した徳島出身の「阿波女」が、「昔取った杵柄」を思い出し「阿波踊
りのサークル」を立ち上げたからなんです。 

…と言っても、最初は「数人で区民まつりにでも出られたら」な、軽いノリで始めたところ、ありが
たい事に理解＆協力者がたくさん現れて、お揃いの衣装まで作り、色々なイベントで踊らせてもらえ
るようになったというワケです。 

 そもそも「阿波踊り」のルーツは「阿波のお殿様が、築城の祝いに皆と踊ったのがはじまり」とも
言われている４００年もの歴史ある徳島の盆踊り。とはいえ、高円寺や南越谷、近くは川崎市や大和
市などでも「阿波踊り大会」があるのは、「踊り方が単純で、通りをパレードする阿波踊り」は広場が
いらず、商店街を活性化したいという狙いにガッチしたからでしょう。 

 ところで、私たちは踊るばかりで「鳴り物」がいません。阿波踊りは本来、鉦や太鼓、笛に三味線
などの「生演奏」で踊るのですが、いつもＣＤで練習しています。「鳴り物」と「子どもの勧誘」が目
下の課題。もちろんママさんパパさん大歓迎！ 皆さん、お仲間になりませんか？ 

       興味のある方は 徳田（ぷらっとカフェ・スタッフ＝実は「都筑徳座連」連長まで 

１１月のイベント情報 ～ ～  

◆キャンドルナイト～電気を消してスローな夜を～ 

日時：２８日（土）小雨決行、荒天中止。 
・センター南会場 すきっぷ広場 

オアシスライブ  
センター南イルミネーション点灯式 

・センター北会場 噴水広場公園周辺 
   カウントダウンでライトダウン 
      （詳細はこれから発表されます） 
◆都筑区民まつり 
日時：３日（火） パレードの部 
１０時～センター南バスロータリーから出発。歴博
通りをノースポート手前までパレードします。サン
バも参加して今年は賑やか！ ９番目の「都筑の文
化 夢スタジオ」にはぷらとカフェスタッフも出演
します。応援してネ！ 当日はパレードルート通行
止めになります。お車の方はご注意くださいネ。 

～ちょこっとコラム～ 

先日羽田にキャンプに行きました。空港のすぐ

そばに公園があり、バーベキューや釣りなどが

楽しめます。すぐ真上を飛行機が飛んでいて、

騒音もあるけど子どもたちは大喜び。当日はバ

ーベキューと焼きそばのほかに初めてパンを焼

いてみました。パン生地を木の棒や長い竹串に

巻きつけて、炭で焼きます。とっても美味しく

できましたよ！子どもも大人も自分たちで巻い

て焼くので楽しいし、大成功でした！海でカニ

釣りをしたら、ものすっごくたくさん（子ども 5

～6 人で 300 匹以上）釣っていました！バケツ

の中でひしめいていて、気持ち悪いくらいでし

た。カニはみんな逃がしてあげて帰路につきま

した。秋のレジャーにいかがですか？けっこう

近いですよ。 

 

～都筑知ってる！？情報～『港北 I.C.と都筑 I.C.』 

日々 秋が深まり紅葉の素晴らしい季節となりました。 

お休みの日はちょっと遠くへお出かけ・・・という方も多いことでしょ

う。そこで利用するのが高速道路。 

この辺りでは港北 I.C.あるいは都筑 I.C.が近いですね。 

港北区新吉田町にあるのが都筑 I.C.  

都筑区川向町にあるのが港北 I.C.  

よく見ると所在地と名称が逆になっていますね。開設当時、港北 I.C.

は港北区内だったのですが、1994 年 11 月横浜市行政区再編成により、

I.C.所在地が都筑区になってしまいました。そのため I.C.名と区名の間

に相違が生じてしまったのです。なんともややこしいお話ですね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ～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 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

あ 

 

『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 
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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：秋まっただ中、、、寒～い

冬も目の前までやってきましたね。 

皆さんの寒さ対策はどうされてま

すか？ レッグウォーマーに、厚手

の靴下 etc・・・更年期(本人曰く

若年性)に突入の私には、ハラマキ

が Good☆ 安いし、ポケットもつ

いてるんですよ。「私は ドラえも

んか」とおもいきや、どうやらカイ

ロを入れるポケットらしいです。 

寒さが厳しくなるにつれ、ますます

活躍が期待できる頼もしいＭｙハ

ラマキチャンです。 （スタッフＭ） 

mailto:info@ring-link.info

