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3/31・4/1 は 設備点検及びスタッフ研修の

為、休館となります。 

～出張『ぷらっとカフェ』～ 
おやこの広場『ぷらっとカフェ』があなたのオウチの 

ソバにおじゃまします。  

おやこポケット     ６日（水） 10時～11時半  

（毎月第一水曜開催）200円 仲町台地区ｾﾝﾀｰ 

 

ぞうさんくらぶ   １５日(金) 10時～１１時半   

 （毎月第三金曜開催）200円 東山田地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 

 要予約 
 

川和あそびの広場 ２２日(金) 10時～12時  

（毎月第四金曜開催）無料 川和福祉会館  

 

新年度がスタートします。今年もいろんなことにチャレンジ 

していきたいと思っております。 

 今月のカレンダー 

14 日 13 時～15 時 
 助産師さんのほんわか相談日 

8 日・28 日 14 時～16 時 
 保育士さんのなんでも相談日 

13 時～ 

金曜日 8 日 15 日 22 日  
13 時～オープンします              

イベント 

保護者のみなさんのリフレッ 
シュやちょっとした用事など 
理由を問わない一時預かりを 
実施しています。3/28 現在、 
情勢を鑑み、一時預かり休止 
しております。再開についてはブログ等で
報告させていただきます。ご了承ください。 
 
対象：横浜市内に居住する生後６か月以上 

   ３歳以下でぷらっとカフェご利用回数 

５回以上の方 

料金：１時間 400 円（横浜市社会福祉協議会 

の委託を受けています） 

時間：月曜～木曜 10 時～16 時 

       （広場開館時間のみ） 

定員：3 人／日  1 人あたり最長 4 時間迄 

  月原則 8 回迄 

（尚、病児の預かり 投薬行為は行いません） 

登録料：お子さん 1 名につき 300 円  

（広場登録とは 別に一時預かりの 

為の登録をしていただきます） 

登録は必ず広場にて対面して行います。 

（電話・メール・FAX 等不可） 

予約：一時預かり登録後、予約・利用可とな 

ります。 

その他詳細は、登録時、説明いたします。 

 

一時預かりいたします！（3/28 現在休止中） 

13 時～ 

3 月 11 日、未曽有の災害が発生いたしまし

た。被害を受けられた方、ご家族の皆様に

心よりお見舞い申し上げます。 

亡くなられた方々のご冥福をお祈りするととも

に、避難されている方々のご健康と一日も早

い被災地の復旧をお祈り申し上げます。 

通 信 ４ 月 号 

13 時～ 

休

yu 

休

yu 

休

yu 

地震、停電、断水などによる予告なし

の閉館及び開館時間の変更等ありえ

ます。あらかじめご了承くださいま

せ。随時ブログにてお知らせします。 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ご利用案内～ 

妊婦さん、０歳からの子どもと保護者の

ための親と子のつどいの広場です。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。 

横浜市営地下鉄 仲町台駅 至 横浜 至 あざみ野 改札 

東急 

ストア 

中国酒家 龍鳳 

(赤い看板） 

ｾｻﾞｰﾙ 

横浜仲町台 

ﾗｲｵﾝｽﾞ 

ﾏﾝｼｮﾝ横浜 

仲町台 

ぷらっとカフェ 
ヒルサイド 

３階 ３０３号室 

案 内 図 

コンビニ 

バスロータリー 

ＧＳ 

フェンスに 

沿って通路 

奥へ進む 

大東建託 

みずほ銀行 

通路奥のエレベータ

で３F です 

ﾏｲｷｬｽﾙ 

仲町台STAF 

 

おやこの広場『ぷらっとカフェ』 

開館日：月・火・水・木 10 時～16 時  

金 変則開館（午前：出張ぷらっとカフェ） 

協力費：大人１人 200 円／回 新規登録料 300 円 子ども無料 

運 営：ＮＰＯ法人 りんぐ りんく  

  

おやこの広場『ぷらっとカフェ』は、横浜市の委託を受けて（4 月より予定）運営しております 

お願い 

マンションの皆様のご迷惑とならないように 

共用部分では、お静かにお願いします。 

～ご利用のお約束～ 
・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。 
・ランチタイム原則 11時半～13時半 
・電子レンジあり。 ・ミルク用お湯お持ちください。 
・保育施設ではありません。保護者の責任下で、 
ご利用ください。 

～皆様のご協力をよろしくお願いします～ 

歩道橋 

信号のない交差点 横断歩道渡る 

新 住 所 ：横浜市都筑区仲町台１－２０－１１ ヒルサイド３０３号室 

 駐車場・駐輪場ありません。公共の交通機関をご利用ください。 

最 寄 駅 ：市営地下鉄ブルーライン 仲町台駅下車 徒歩３分 

  （改札は１つです。改札出て左方向、２００ｍほどです。） 

電   話 ：０４５－９４４－３５５４（開館日のみ)  

～スタッフ募集中～ 

お気軽に 

お問合せください 

委細面談 

編集後記：地震のあと、皆さんの

安全を第一に考え、広場は１週間

ほどお休みをいただきました。再

開館はブログにて告知したのみ。

それでも「開くの待ってました～」

と、再開初日もみなさんきてくだ

さいました。スタッフ一同嬉しい

かぎりです。これからもおやこの

広場『ぷらっとカフェ』をどうぞ

よろしくお願いいたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
親と子のつどいの広場は(横浜市社会福祉協議会 HP より) 

少子化や家族形態の変化、都市化の進展などによる人間関係の希薄化により、 

地域の子育て機能の低下と子育てへの精神的負担が増大しています。このよう

な状況の中、子育て中の親子が気軽につどい、子育てについて同じような不安や

悩みを持つ仲間と団らん、交流する場の設立を支援することで、地域の子育て機

能を強化し、児童虐待の防止と地域の活性化を図ることを目的に「親と子のつど

いの広場事業」を実施します。 

 ○気軽に立ち寄れます 

○子育てアドバイザーによる子育て悩み相談の実施 

○地域の子育て関連情報提供をしています 

○講座や各種イベントを開催しています 

お子さん連れの方、プレ 

ママの方も お気軽に 

ぷらっと お立ち寄り 

くださいネ～ 

ぷらっとカフェは～０歳からの未

就学児とその家族が利用できる遊

び場です。スタッフが見守る中、

おもちゃで遊んだり、絵本を読ん

だり、お茶をのんだり、自由にす

ごせる場所です。 

ご利用にあたって 

Ｑ．料金かかるの？ 

Ａ．1 日の利用料大人１人 200 円、初回のみ

登録料として 300 円いただいております。広

場の維持管理の為ご協力お願いします。 

Ｑ．ランチできる？ 

Ａ．11 時半～13 時半までランチタイムです。 

テーブルが１つだけですので混雑時は交代で

昼食をおとりください。手作りお弁当、市販

のお弁当、パン、ファストフード等持込ＯＫ

です。 

Ｑ．ゴミは捨てられる？ 

Ａ．弁当・オムツ・ペットボトル・空き缶等、

ゴミ類はすべてお持ち帰り願います。皆様の

ご協力をお願いします。 

ベビーマッサージ、セルフマッサー

ジ、カラーセラピー、リズム遊び、

手遊び、読み聞かせ、ストローラー

エクササイズ、ママヨガ等々・・・ 

親子で楽しめリフレッシュできる

各種イベント・育児支援講座をおこ

なっております。 

助産師さん、保育士さんの相談日をも

うけ(無料)、皆さんからの育児に関す

るいろいろなご質問に、お答えいただ

いております。不定期ですが、小児歯

科医の先生によるハミガキ相談もあ

ります。 

大人用ドリンクの用意もございま

す。コーヒーやお茶を飲みながら、

ＢＧＭの流れるお部屋で、ゆったり

まったりおくつろぎください。 

 市営地下鉄 仲町台駅から徒歩３分程の所にあるマンショ

ンの一室に『ぷらっとカフェ』はあります。初めて来ると

ちょっと入口がわかりにくいです。改札でたら、お気軽に

お電話（944-3554）でお問合せください。スタッフがベ

ランダから手を振って誘導いたします!(^^)!  

 

イベント情報・チラシな

ど掲示してます。ご自由

にごらんんくださいネ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 来場者の皆様からは、「お友達のおうちに遊びに来たみたい」「実家にいるみたい」「なんだか

とっても落ち着きます」とおほめの言葉を頂戴いたします。広場のスタッフは、現役子育て

中ばかり。(子どもの年齢は幅広いですよ～)。利用者さん→ママさんスタッフになった人もい

ます。普段から広場を利用している方を対象に短時間の一時預かりをお受けできる場合もあ

ります。育児の合間に、お茶でも飲みながら、『ぷらっとカフェ』でゆっくりとすごしてみま

せんか？皆様のご来場を心よりお待ちしております。横浜市社会福祉協議会の委託を受けて

ＮＰＯ法人りんぐりんくが運営しています。安心してご利用くださいネ。 

 

スタッフは、常時３人おります。スタッフとして、学生ボランティアさ

んや、ママボランティア(広場に遊びにきているうちにスタッフになっ

てしまいました～)という方も。そんなみんなの声をご紹介します。 

私はボランティアを通して、“母親の偉大さ”を知りま

した。子どもが泣く、子どもが騒ぐ、子どもが理不

尽な要求をする、それに対して母親が愛情を持って

応えることは当たり前かもしれないし、母親にはそ

の責任があるのかもしれません。でも、愛情を持っ

て応えることは、一方的に与えるだけで見返りを求

めることのないものです。ただ無条件に、自分のお

金と時間と愛情を子どもに捧げるのです。それは、

偉大です。ぷらっとカフェに来るお母さんたちは、

みんな子どもに愛情を注いでいます。母親として当

たり前なのかもしれません。しかし、私はそれをと

ても偉大なことだと感じます。私にも子どもができ

たとき、立派な“母親”になりたいと思います。 

(大学生ボランティア) 

ママボラ（ママさんボランティア）になって早 3 カ

月…「同じ子育てをしているママさんたちといろん

な話をしてみたい！」という思いから始めさせてい

ただいたママボラ。先輩ママさんからアドバイスを

もらったり、子供と年の近いママさんと共感しあっ

たり、子育ての話だけでなく、同じ関西出身の方が

いらっしゃるとローカルネタで超盛り上がったり

（笑）と、本当に楽しくやらせていただいてます。

まだまだ何をやってもおぼつかない私ですが、来て

くださった皆さんにも、私が感じたアットホームな

『ぷらっとカフェ』で、「癒し」を感じていただける

ように…。スタッフの皆さん、先輩ママボラさんを

お手本に、日々精進していきたいと思っています。

（ママボラ） 

元々は、子供 2 人を連れて足繁く通う来場者の一人でした。

その時は、まさか自分がスタッフの一員になるなんて思いも

しませんでしたが、いつも行く度に「何か手伝いましょう

か？」と声をかけたい気持ちでいたので、ボランティアお誘

いのお声をかけて頂いた時はとても嬉しかったです。活動を

し始めて、ぷらっとカフェは本当に色んな人たちの努力と協

力で成り立っているという事を知り、小さな子を持つ母親

(利用者)として改めてありがたいなと感じました。 

子どもが 2 人います。下の子がちょうどヤキモチを焼く時

期なので、泣いてる赤ちゃんがいても抱っこできないもどか

しさはあります。でも、たくさんのママさん達とお話しでき

るので、情報交換もできて楽しいし、かわいい赤ちゃん達に

もいつもいつも癒されてます。  （ママボラ） 

ボランティアをして、一番感じたのは、「子育

ってたいへんだな」「お母さんたちはみんなが

んばってるな」ということです。あかちゃんや

小さな子どもたちって、勝手な時に泣くし、わ

がままだし、何でも口にいれちゃうし・・・。

いろいろな事をするので目が離せません。いつ

もいつもこの状態が続くのはしんどいだろう

なと思います。でもどの子も個性的でかわいく

て、子どもの存在って大切だと思いました。自

分がお母さんになる姿はまだ想像ができない

けど、ぷらっとカフェに来るかわいいお母さん

みたいになれたらなと思います。 

(高校生ボランティア) 

～学生ボランティアさん スタッフ常時募集しております。お問合せください～ 


