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毎週金曜は１３時～開館となります

５ 

～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   ７（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   16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 30日(金) 10時～12時  

無料 川和福祉会館  

 

川和小学校コミュニティハウス 934-8666 

１日(木) 10時～ 東洋式ベビーマッサージ 

 300円 要予約 

鴨池公園こどもログハウス 942-1569  

22日（木）10時半～11時半 

 東洋式ベビーマッサージ 200円 要予約 

       各施設まで、ご予約ください。 

9 月１日は防災の日。1923 年（大正 12 年）のこの日に起きた関東大震災の教訓を忘れないという意味と、
この時期に多い台風への心構えの意味も含めて 1960 年(昭和 35 年)に制定されました。3 月の東日本大震災
は記憶に新しいところです。あれから半年。水やカップ麺など備蓄食料、古くなっていませんか？ 今一度
確認して新しいものと交換しておきましょう。備えあればうれいなし。やりすぎということはありませんヨ。 

 今月のカレンダー 

15 日 13 時～15 時 
 助産師さんのほんわか相談日 

9 日・30 日 14 時～16 時 
 保育士さんのなんでも相談日 

相談費用は無料です 
お気軽にご相談くださいね 

相談日 

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。 
 
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 ！  

13 時～

6 

通 信 ９ 月 号 

日時未定 

 臨床心理士さんの相談日 

13 時～ 

今年の中秋の名月は 9 月 12 日。 

一年で一番月が美しいそうです。 

たまには夜空を見上げてみませんか？ 
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～プレママの皆様へ～ 
初めての妊娠の方対象 

ご本人に限り 
利用料 １ 回無料券 

新規登録料300円は、かかります 

有効期限2011.12.20(コピー不可) 

日時及び予定の急な変更ありえます。ご了承ください。 

休 

13 時～ 

休

￥ 

13 時～ 

出張『ぷらっとカフェ』 
９月は ５か所に出張します！ 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～ご利用案内～ 

０歳からの未就学児とその家族が利用できる親子

の遊び場です。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、ランチをしたりと皆

さんでおもいおもいにすごせる場所です。広場利

用者の為の一時預かりも行っています。 

 

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ATM 

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 原則 13 時～（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、横浜市から補助（助成）を受けて運営しております 

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 

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)  

編集後記：2001 年の祝日改正法いわゆる

ハッピーマンデー制度の実施により、９

月第三月曜日は敬老の日となりました。

（私が子どもの頃は 9月 15日で、固定で

した） 今年は 19日大安吉日です。ちょ

うど三連休ですね。夏休みの帰省で会っ

たばかりかもしれませんが、敬老の日に

おじいちゃんおばあちゃんに会いに行く

のもいいかもしれませんネ)^o^( 

 

～妊娠中の皆様へ～ 
現在妊娠中の方対象 
ご本人に限り利用料 

１回無料券 
新規登録料300円は、かかります 

有効期限2011.12.20(コピー不可) 

妊婦の皆様、親子の広場

『ぷらっとカフェ』に遊び

にきてみませんか？ 

利用料無料券がついてい

ます。切り取らず、このま

まお持ちくださいネ 

第二子、第三子妊娠中の方も使えます 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

  

子育て支援センター 

Popola（ポポラ） 

（センター北駅 あいたい）- 

都筑区の地域子育て支援拠

点。就学前の子どもとその保

護者が遊び、交流するスペー

スの提供、子育て相談、子育

て情報の提供などが行われて

います。10 月からは子育てサ

ポートシステムの事務局もス

タートします。 

 

こんにちは 

赤ちゃん訪問 

生後４か月までの赤ちゃんの

いる家庭を地域の訪問員が、

ご自宅を訪問します。地域の

子育て情報の提供等を行いま

す。 

「すくすくサロン 」 

（佐江戸町 1829 番地） 

運営 ＮＰＯ法人ホームズ都筑 

おやこの広場 

『ぷらっとカフェ』 

（仲町台 1-20-11-303） 

運営 ＮＰＯ法人りんぐりんく 

～一時預かり実施中～ 

 両親教室 

妊娠・出産・育児についての知識を身

に着けるため、開かれています。同時

期に出産する方ばかりなので、妊娠中

や子育てについて相談できる友達に

出会えます。初めて父親になる方もど

うぞ。（都筑福祉保健センター） 

女性の身体の相談 

思春期～更年期までの女性の

心身の相談が行われています。 

           

公園で遊ぼう 

地域の公園で月１回、親子が

集まり遊びます。公園で遊ぶ

親子が増え、身近な公園が地

域の子育ての場になることを

目指し、活動しています。     

地域ケアプラザ 

加賀原 葛が谷 新栄  

中川 東山田 （区内５か所） 

子育て親子の交流、つどいの

場の提供や子育てサークルへ

の会場提供などが行われてい

ます。    

こども家庭支援相談 

赤ちゃんから思春期までのお

子さんについて気軽に相談が

できる窓口です。 

地  域 

親と子のつどいの広場(横浜市補助事業) 
○ 子育て親子の交流、つどいの場の提供  

○ 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の提供  

○ 子育てボランティア等に対する研修の実施 

区 役 所 

母子健康手帳の発行 

赤ちゃんの成長や予防接種の記

録として一生使います 

（都筑福祉保健センター） 

区役所２階へどうぞ） 

社会福祉協議会 

９月迄子育てサポート

システム事務局 

           



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援者事業 ８会場 

未就学児を対象に、遊ばせな

がら、子育て支援者による育

児相談や、仲間づくり・情報

交換などが行われています。     

赤ちゃん会（地域育児教室） 

区内 15 会場 

地域の町内会館等で、原則第一

子の 0 歳児を対象に、手遊びな

どをしながら、仲間づくり・情

報交換・育児相談が行われてい

ます。 

市立保育園 

都筑区民活動センター 

市民活動（サークルの相談）

や生涯学習をはじめたい・深

めたいときに役に立ってくれ

ます。 

おひさま広場 

コーディネーターを .配置し

て、市立保育所の園庭を開放

することで、仲間づくりや、

相談の機会が設けられていま

す。 

休日園庭開放 

月１回の休日に、園庭開放し、

親子が一緒に遊べる場と父親

の育児参加の機会が設けられ

ています。 

育児講座 

地域の親子向けに育児に関す

る講座が開催されています。 

交流保育 

親子が園児と一緒に保育所で

の遊びを体験するものです。 

育児相談 

保育所で電話又は直接子育て

の相談ができます。 

ランチ交流 

親子で、園児と一緒に給食を

体験できます。乳幼児食に関

する相談も受けています。 

一時保育 

保護者が病気などの緊急時

や、リフレッシュなどのため

に一時的にお子さんをお預か

りしてくれます。 


