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通 信 １２ 月 号 
 

 

今月のカレンダー 

月 火 水 木 

 

 

１ 開館 

子育てアドバイザー 

のなんでも相談 

  １１～１4時 

２ 開館 

保育士さんと話そう 

  １４～１６時 

３ 開館 

 

７ 開館 

おはなしはんもっく 

お話会 

   １１時～ 

８ 開館 

 

９ 開館 １０ 開館 

 

１４ 開館 

ちびっこ広場 

 

１５ 開館 

保育士さんと話そう 

  １４～１６時 

１６ 開館  

 

１７ 開館 

保育士さんと話そう 

  １４～１６時 

 

２１ 開館 

ちびっこ広場 

 

 

２２ 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 

クリスマスデー 

 

年内開館最終日 

年末は２４日まで 

年始は１月５日 

 

から通常開館します 

  

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 

    

世の中はクリスマス一色。一度は中止になった表参道のイルミネーションが

今年は 11 年ぶりに、「表参道から日本を元気にしたい」ということで復活。

ぷらっとカフェからも「元気」をたくさん発信していきま～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。 

～予定はお断りなしに変更する場合があります～ 

 

～おはなしはんもっく のお話会～ 

恒例になりましたお話会。今月はどんなお

話や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 

 

休館 



 

 

ママゴスペル隊 メンバー大募集！ 

 

 

 

 

  

  

「民生委員さん」こんなお名前聞いたことありますか？ 

「え～なんか堅苦しい～」 そう思う方もいらっしゃることでしょう。 

皆さんの住む地域にも必ずその地域担当の方がいるんですよ。 

（どなたか知りたい方は区役所までお問い合わせくださいネ） 

実は広場のスタッフの中にも潜んでいます。さて誰でしょう？？(笑) 

地域の中で何か困ったことが起きたとき、介護のことなど相談は種々様々 

十人十色です。「どこに相談すればいいのかしら？」と思ったら、まず身近な

民生委員さんに相談してみてください。 

次にどう解決するかのステップや相談先をアドバイスしてもらますよ。 

お話を聞いてもらうだけでもすっきりすることもあると思います。 

主任児童委員は主に児童担当です。子育てから学童期・思春期までの悩み事

の相談ができます。学校や幼稚園からも相談を受けることが多いんですよ。

児童虐待や子育て不安などにも相談に応じて適宜な相談先を紹介してくれま

す。もちろん公的な役職なので守秘義務もありますので、どうぞ安心して相

談してみてください。もっともっとママたちにも知ってほしい地域の協力者

です。 

民生児童委員＆主任児童委員のおはなし 

みんなで協力しあい、話し合いながら少しずつ形にしていこうと思っています。 

 ゼロからのスタートです。一緒に“気兼ねない居場所”を創っていきませんか！！ 

条 件 未就園児のママ 音程のとれる方  

活 動 都筑地区センター(都筑ふれあいの丘駅徒歩２分)  平日週１回 子連れ OK 

活動費 負担のない程度で予定 

連絡先 ひらさわ spdf9ns9@aria.ocn.ne.jp 

定 員 先着７名 募集期間 12 月 23 日まで 

 

私達ＮＰＯ法人りんぐりんくは 

子育て中のママを応援します！ 

＊ 詳しくはメンバー同士で話し合って 

決めていきたいと思います！ 

横浜子育てサポートシステムとは、利用会員（子どもをあず

かってほしい人）と提供会員（子どもをあずかれる人）が、 

会員登録し、会員相互の責任と信頼関係のもとに子育ての援

助を行うシステムです。（有料）  

 あずかるのは 

☆利用会員・両方会員のお子さん（生後５７日～小学６年生まで） 

☆原則として１人の提供会員に対し１人のお子さん。 

ただし、兄弟・姉妹の場合、複数のお子さんを預かれます。 

☆病気や体調不良と感じられるお子さんの預かりはできません。 

利用目的 

☆きょうだいの学校行事等への参加、
冠婚葬祭、通院するとき 

☆自分の時間を持ちたいとき、お茶や
ショッピング、映画などリフレッシュ
したいとき・・・などなど 

利用するには・・・ 

社会福祉協議会の説明会に出席することが必要となります。 

毎月開催されています。お問い合せください。（045-943-4058） 

☆原則として１人の提供会員に対し１人のお子さん。 

ただし、兄弟・姉妹の場合、複数のお子さんを預かれます。 

～ちょこっとコラム～ 

最近小学 1 年生の二男が反
抗期なのか、言うことを聞
かなくて親子ゲンカの毎日
です。先日その二男の誕生
日の夜、リクエストされた
晩ご飯と手作りケーキでお
祝いしようとしているの
に、テレビばっかり見てい
っこうに席に着きません。
「誕生日くらい怒らせない
でよ！」と怒鳴ると「誕生
日くらい怒らないでよ！」
と言われ、またケンカ勃発
してしまいました。先月の
新聞で、子育てでも会社の
上司と部下の関係でも、叱
ったら 5 倍褒めよ。という
記事を思い出し、ちょっと
反省しました。子育てって
ホント難しいですね。 

 

１月に詳細発表します！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

●○◎ パン教室に通うマダ～ムな日常 ◎○● 
「炊飯器以来の大発明～♪」というＣＭをご存知でしょうか。１９８７年に第１号機が発売になった

頃のパン焼き機のＣＭです。「材料をセットしただけでパンが焼けるなんて！」と、世の中が仰天した
ものでした。とはいえ「憧れのパン焼き機」を買ってもらったのは、ずっと後の２０００年。でもタ
イムリーなことに、長男の同級生ママが自宅でパン教室をやりはじめたので、「パン焼き機で生地が作
れるから、成形するワザを学ぼう！」と飛びつきました。２００１年、長男が中１の頃です。 

 月日は流れ、その長男も今では立派な（？）大学２年生。つまり私はかれこれ同じ４人のメンバー
で８年も習っているワケです。ですから、お陰様でこの度「パン屋」をＯＰＥＮすることになりまし
て…なワケがない（笑）。成形時間より「試食＝おしゃべり」の方が長い、月１回のサロンと化してい
るパン教室ですが、私にはコレが本当にありがたいんです。小１で出会ったママ同士が、中１で「半
強制的」に集まる機会を得て、つかず離れず誰も欠けず、楽しいご縁が１４年間も続いていることに、
あらためて感謝するのでした。 

 ところで、「パン焼き機で生地作り」はどうなったかって？村上祥子さんの「レンジで３０秒発酵」
の生地作りを知ってから、パン焼き機で９０分もかかる生地作りは１度もしたことがありません(爆！) 

１２月のイベント情報 ～ ～  
◆都筑民家園もちつき交流会 
日時：１３日（日）もち販売 10 時すぎ頃～ 
おいしいつきたておもちの販売もあります。先着 200
パック予定。毎年スグに売り切れてしまいます。 
お早めにお買い求めくださいね。 
ぷらっとカフェのスタッフも何名か、お手伝いに行き
ま～す。 

フライパンで カリカリジューシー！ 

～都筑知ってる！？情報～『都筑区の花』 

今年は、都筑区制 15 周年のため色々な行事やイベントが行われています。

その一つに、「都筑区の花」を選定することになりました。 

サクラソウ・シバザクラ・ナデシコの３つの中から、一般からの投票で選

ばれます。はがき・ファックス・Ｅメールから投票可能です。締め切りは、

来年の１月 29 日です。まだまだ時間はたっぷりあります。それまでに、

図鑑で見たり花言葉なんて調べてみたりして、都筑区にぴったりの花を選

んで見てはいかがでしょうか？ 

ぷらっとカフェスタッフの青柳も選定委員（唯一の女性委員）の一人です。 

 

【材料】 ４人分 

鶏手羽元・・・12 本 

ニンニク・・・2 片 

オリーブオイル・・大１、大３ 

塩 黒ｺｼｮｳ（ｺｼｮｳでも）・・適量 

【作り方】  

① 骨にそって、切り込みを入れ、火を通りやすくする 

② 指で骨の周りにも、塩・黒ｺｼｮｳをすりこみ、更にｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ大１
をなじませる 

③ フライパンに入れ、手羽の表面に焼き色をつける（３分位） 

④ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ大 3 と芯をとったﾆﾝﾆｸ２片をフライパンに入れ、フタ
をして蒸しながら、揚げ焼きにする（5～6 分） 

⑤ フタをあけ、強火で水分をとばし、手羽とﾆﾝﾆｸを取り出し 
キッチンペーパーでフライパンの油をとる 

⑥ フライパンにソース２を入れ、⑤で取り出したニンニクを 
つぶしながら、混ぜ合わせる 

⑦ お皿に付け合わせと共に盛り付け完成 

【ソース１】子ども向け 

ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ ﾏﾖﾈｰｽﾞ ・・各大 1 

【ソース２】大人向け 

みそ 酢 みりん 水  

いりごま（白） ・・・各大 1 

【付け合わせ】 

① キャベツの千切りを塩もみし、しっかり水気を切る 

② 砂糖小 1、酢大 2 を入れ、キャベツと混ぜ合わせる 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ～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： 

保育園の仕事を始めて早３ヶ月。。。 

子どもと奮闘する日々を送ってい

ます。子どもが物を投げてきたり、

部屋の中を走り回るのを追いかけ

たりなど、肉体的に大変なことも多

いですが、ワンパクな子どもたちと

楽しい時をすごしています。 

絵本の読み聞かせや、おむつがえ、

ごっこ遊びは、子どものいない私に

とっては、驚きの連続です。 

子育てってホント大変ですね～ 

 （スタッフＭ） 

mailto:info@ring-link.info

