
 

 

 

 

 

*受付時間 火～土曜日 ９:00～1７:00    

*TEL/FAX 045-663-0676 

＊住所  〒231-0013  

    横浜市中区住吉町1-12-1 belle横浜3階 TEL/FAX 045－663－9715 

＊開館時間  10：00～16：00     ＊休館日  日曜日・月曜日・年末年始 

＊利用料     無料 ※初回のみ登録が必要（登録カード発行） 

＊対 象     未就学児(主に０～３歳児)のお子様と保護者･妊婦とその家族 

                 子育てに関わるボランティア    

＊HP http://www.nonbirinco.com/  

 

 
 ＊アクセス＊  

 JR関内駅南口 徒歩４分 

横浜市営地下鉄関内駅出口１ 徒歩４分 

      (出口１にエレベーターがあります) 

市営バス「市庁前」 徒歩３分 

  ※駐車場・駐輪場はありません。 

   公共の交通機関をご利用ください。 

  

 

 

Page ４ 

ヘルスメイトからのおたより その８ 

元気なからだは毎日の食事から ～1日3食しっかり食べよう～ 

暦の上ではもうすぐ立秋ですが、まだまだ暑さは続きます。熱中症に気を付けましょう。 

≪熱中症予防のポイント≫ 

☆温度に気をくばろう：室温28℃を目安にエアコンや扇風機を上手に使いましょう。 

☆飲み物を持ち歩こう：のどが渇いていなくても、こまめに水分を摂りましょう。たくさん汗をかいたら塩     

           分も補給しましょう。 

☆栄養をとろう：就寝中は汗などで体内の水分を失い、起床時は水分不足になりがちです。毎日朝ごはんを 

        しっかり食べ、栄養と水分補給をしていきましょう。1日3食バランスよく食べることは、 

        熱中症予防の上でも大切です。 

食欲が落ちやすい夏にさっぱりと食べやすい、そうめんやうどん、そばなどの冷たい麺類。今回は主食だけにな

りがちなこの時期に、簡単で食べやすいおかず（主菜・副菜）になる「いり豆腐」をご紹介します。 
 

≪いり豆腐≫  調理時間：1５分 ２人分 （１人分 約 熱量：140ｋcal、塩分：1.2ｇ） 

【材料】・木綿豆腐…１/２丁（１５０ｇ） ・さやいんげん…１００ｇ ・にんじん…小１/２（５０ｇ） 

    ・生しいたけ…３枚（４５ｇ）   ・サラダ油…小さじ１    ・卵…１/２個 

   ・Ａ（だし汁 ２５ml、砂糖 小さじ１弱、 

      みりん 大さじ１/２、しょうゆ 小さじ２、塩 少々） 

【作り方】 

 ①さやいんげんはゆでて、水気を切って３㎝の長さの斜めに切る。 

  にんじんは３㎝の短冊切り、しいたけは薄切りにする。卵は溶きほぐしておく。 

 ②豆腐はあらくほぐして湯通しし、ザルにあげる。 

 ③Ａの材料を合わせておく。 

 ④フライパンに油を温め、中火でにんじんとしいたけ、豆腐を炒め、 

  Ａを加えて煮汁が少なくなるまで煮る。 

  ①のさやいんげんを加えてひと混ぜしたら、溶きほぐした卵を加えて、 

  大きく混ぜて火を通す。 
 

     夏が旬のさやいんげんをたっぷり使いました。さやいんげんの代わりに、 

  その時々の旬の青菜(菜の花、小松菜、ほうれん草、春菊)を使って季節の味を楽しみましょう。 

*受付時間 火～土曜日 10:00～16:00   

*TEL 045-228-8330 

 FAX 045-663-9715 

おなじみ『がたんごとん がたんごとん』の夏

バージョンです。海辺を走る汽車に「のせてくだ

さーい」と登場するのは、麦わら帽子やビーチ

ボール、シャベルにすいかなどなど。そして終点

はもちろん波打ち寄せる砂浜です。繰り返される

「ざぶんざぶん」のリズムも心地よく、ビーチパ

ラソルの開いた浜辺の楽しさが伝わってきます。 

 黄色い背景に赤い水泳パンツ姿のうさこちゃん

が印象的な1冊。とうさんと二人で出かけた海

で、砂山を作ったり、貝を拾ったりと海遊びを満

喫したうさこちゃん。もっと遊びたかったけど、

帰る途中で眠くなってしまいます。 

 うさこちゃんシリーズ最初の4冊のうちの1冊

で、作者のブルーナが息子に話して聞かせた一番

初めにできたうさこちゃんのお話だそうです。 

ディック・ブルーナ：ぶん/え  

いしいももこ：やく   福音館書

【ポイント】 

豆腐の湯通しはたっぷりの湯を沸か

し、あらくほぐした豆腐を入れる。

再び沸騰したらザルにとる。豆腐は

ゆですぎると固くなるので注意！ 

安西水丸／さく 福音館書店 

どちらの本も図書館で借りられます。 
（横浜市中図書館 見上さんより寄稿） 



 

【隔月発行・無料】ご自由にお持ちください。ご家族・お友達にもどうぞ！ 
第５９号 

 新しい遊具も増えてとっ

ても楽しいよ♪みんなが楽

しく、ケガなく遊べるよう

にママやパパと一緒に遊ぼ

うね。 

 

中区すくすくモバイルは、もう登録されましたか？ 

イベント情報や地域の遊び場、栄養士のおはなし、中区内のイベント情報などタイム

リーな子育て情報が満載！右のＱＲコードを読み取っていただければすぐに利用可能で

す。ぜひご登録ください！！毎週木曜日に定期配信をしています。 

携帯メール会員募集中！！ 

発行：横浜市中区地域 

子育て支援拠点 

のんびりんこ 

 

① 保護者の責任のもとでのご利用となります。お子様の安全については保護者の方がご注意ください。 

②  おやつの持ち込みは、食物アレルギー等に配慮するためご遠慮ください。ミルク・離乳食・水分補給は必

要に応じていつでもどうぞ。11:30～13:00に混み合った場合、食事用テーブルを出します。 

それ以外の時間帯は備え付けのテーブルをご利用ください。 

③ 使用後の紙オムツや昼食時に出たゴミは各自お持ち帰りください。 

④ 貴重品は各自で管理しましょう。 

⑤ 玩具・絵本の持ち込みはご遠慮ください。 

⑥ 駐車場・駐輪場はありません。公共交通機関をご利用ください。  

発行日 

平成２８年8月１日 
 

（平成2８年度 第3号） 

通算第59号 

 

7月16日(土)、belle横浜にてリニューアルオープンいたしました。目の前には、横浜

公園の緑が広がり、ひろば中央のデッキにあがると子ども達の目線でも外の景色が楽

しめます。季節の移り変わりを親子で感じられるひろばです。 

是非、遊びにいらしてくださいね！ 

※ひろば内レイアウト変更を含め、利用に関するお願い事項に一部変更があります。

来館時に説明させていただきますので、あらかじめ、ご了承ください。  
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※ お問い合わせはのんびりんこ（045-663-9715）まで 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

お誕生日会 

子育て応援 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会 

いろんな国の言葉 

であそぼう 

 

助産師相談 

★のんびりんこ今後のスケジュール★ 

※ 予定は変更になる場合があります。ご了承ください。 

すくすく親子 

Room 

 

にほんごで 

   あそぼう！ 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 

休館日 

ツインズカフェ 

あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

 

栄養士相談 

あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 
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休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

休館日 

おはなしの時間 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

ホッとカフェ 

サポーターズ企画 

休館日 

横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 

出張横浜子育て 

ｻﾎﾟｰﾄｼｽﾃﾑ入会説明会 

(新山下地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ) 

サマーイベント 

あかちゃんと一緒に

おしゃべりタイム 

お誕生日会 

にほんごで 

   あそぼう！ 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

子育て応援 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ説明会 

栄養士相談 

カウンセラーによる 

気軽な相談 

幼児安全法 

外遊び 

 ＠本牧山頂公園 

沐浴体験 

助産師相談 

保育教育 

コンシェルジュ相談 
横浜子育てｻﾎﾟｰﾄ 

 ｼｽﾃﾑ入会説明会 

パワーヨガ 

保育士相談 

保育教育 

ｺﾝｼｪﾙｼﾞｭ相談 
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みんなでお誕生月の子をお祝いしましょう！ 

｢かざぐるまの会｣によるお楽しみもあります☆ 

お誕生月でない子も参加できます。 

おたんじょうび会 

8/4・９/8(木)11:00～11:30 

のんびりんこで沐浴体験! 第2回 
9/24(土) 13:00～14:30 

すくすく親子Room 

テーマ「子どもをあずけるって…」    

～親の気持ち・子どもの気持ち～ 

 9/3(土)  11:00～12:00 

月齢に適した親子運動遊び。講師による子育て

ミニ講座や育児座談会などを行います。 

 対象：0～2歳児 

 ※就労しているママ、パパの参加も大歓迎♪  

 持ち物：運動しやすい服装、飲み物 

 定員：15組 ※当日直接お越しください。 

 講師：小峯 弘子 

  （乳幼児運動指導・子育てアドバイザー） 

子育て応援ボランティア説明会 

8/19(金)･9/15(木) 14:00～15:00 

地域での子育てをちょっとお手伝いしてみませ

んか？ボランティアに興味のある方は説明会に

ご参加ください。 

対象:中区在住の20歳以上の方 

※予約開始日・申込方法等、確認してね♪ 

対象：これからパパ・ママになる中区在住の方 

定員：10組（妊娠20週以上の方）  

申込：8/16(火)10:00～  

   来館又は電話にて受付け開始 

＊年5回の実施を予定しています。 

＊終了後お時間のある方はのんびりんこの見学 

 もできます。 

いろんな国のことばであそぼう 横浜子育てサポートシステム 

入会説明会 

8/18(木)・8/31(水) 

9/17(土)・9/29(木)   10:30～11:30 

*出張説明会 9/23(金)新山下地域ケアプラザ 

子どもを預かって欲しい人(利用会員)と、子ど

もを預かれる人(提供会員)が会員登録し、子育

てをサポートします。まずは入会説明会にご参

加ください。 

定員：15人 電話にてお申し込みください。 

問合せ・申込み：横浜子育てサポートシステム 

     中区支部事務局☎045-663-0676 

9/13(火) 10:30～11:30 

世界には英語以外に色々なことばがあります。

簡単な手遊びやゲームで世界のことばに触れて

みませんか?申込先はのんびりんこにお問合わ

せください。 

【共催】ﾋｯﾎﾟﾌｧﾐﾘｰｸﾗﾌﾞ 

にほんごであそぼう！ 

8/4・9/1(木) 14:00～15:00 

外国語を母語とする親子に、季節感のあるう

たや手遊びを紹介します。楽しみながら、日

本の文化や風習にふれましょう♪ 

おはなしの時間 

9/15（木） 11:00～／11:40～  

｢ことりの会｣によるわらべうたと絵本の読み聞

かせ。お子さまと楽しいひと時を過ごしましょ

う。 

あかちゃんと一緒に 

     おしゃべりタイム 

8/24(水)・9/28(水) 11:00～11:30 

9/  9(金) 14:00～14:30 

赤ちゃんのママ・パパ集まれ～！！楽しい手遊 

びやお楽しみの後、参加者同士で交流します♪ 

対象：２ヵ月～１歳未満の親子 

「ひろば」での気軽な相談 

ホッとカフェ 

8/20（土）13:30～15:00 

パパもママも子育ては楽しい！でも、ちょっと

大変だなって思う時もある…そんな思いを一緒

に話しませんか？のんびりんこの「カフェ」で

飲み物を用意してお待ちしています。 

※お子さんの飲みものは各自ご用意ください。 

8/23(火)14:00～14:30 

①「病気やけがコース」 

  こどもの病気の特徴(けいれんや発熱など)起 

  こりやすい症状とその手当てについて 

②「応急手当コース」 

  年齢別にみた事故の特徴、日常生活における  

  事故防止のポイントとその応急手当について 

対象：子育て・孫育てをしている方、 

   地域の子育てに関心のある方など 

定員：各10名（託児はありません。同室受講も可） 

会場：のんびりんこ 研修室 

参加費：無料 

申込・問合せ：中区社会福祉協議会 

   8/1(月)～電話･ＦＡＸ･メールにて受付 

  （講座名、名前、住所、電話番号を記入） 

  ☎045-681-6664/fax045-641-6078 

   ﾒｰﾙ  info@nakasha.net 

9/10(土)①10:00～12:00 ②13:30～15:30 

日本赤十字 幼児安全法講座 

「けがや病気の手当て 

   ・事故の予防について」 

9/21（水）10：00～11：30 

  場所：本牧山頂公園 

  集合：レストハウス前  
     ※集合後移動します 

中区の子育て支援者さんが、いろいろな外あそ

びの楽しみ方を教えてくれますよ★ 

栄養士相談(ミニ講座と栄養相談) 

月1回実施  8/18(木)10:30～12:30 

      9/16(金)13:00～15:00      

カウンセラーによる気軽な相談 
   (保護者自身の悩みなど）<男性ｶｳﾝｾﾗｰ> 

月２回実施  8/10(水)・24(水) 

       9/  7(水)・21(水) 

   10:00～16:00※予約も可能です  

助産師相談 

(妊産婦･赤ちゃんの健康･ミルク･卒乳など) 

月1回実施  8/  3(水)13:00～15:00 

      9/24(土)10:30～12:30  

外であそぼう 

出張！保育コンシェルジュ相談 

    9/7(水)･9/27(火)10:30～12:00    

保育園の入園申し込み方法や各種サービスなど

保育所選びに迷った時は中区の保育コンシェル

ジュさんに相談してみませんか？ 

＊毎回10時より整理券を配布します。 

＊先着9名まで、相談は一人10分程度 

 新規の方優先 

ツインズカフェ 

8/20(土) 10:00～12:00 

｢双子の子育て」ならではの楽しさ、苦労、困っ

た～！等を気軽に話し合いましょう。今回は

コーヒーや紅茶をご用意しています。ホッと一

息ついてくださいね♥ 

※お子さんの飲みものは各自ご用意ください 

パワーヨガ 

9/2(金) 10:30～12:00 

対象：のんびりんこ利用者（産後３ヶ月以降） 

定員：12組 

参加費：300円  

申込：8/19(金)10:00～  

   のんびりんこ内設置の申し込み書を記入    

   の上、受付け窓口にご提出ください。 

※母子同室保育となります。 

 参加者で交互にお子さんを見ます。 

サマーイベント 

対象：主に中区在住の未就学児の親子 

申込：当日13:00～  

定員：20組 

みなと総合高校のお姉さ

ん･お兄さんと紙芝居や

歌を楽しみましょう。 

保育士相談(Iこどもとの関わり方など) 

                 <市立竹之丸保育園保育士> 

月1回実施 9/20(火)10:30～12:30      


